
 

「減らそう犯罪」共同研究の成果 

広 島 県 警 察 ・ 広 島 大 学 



ご あ い さ つ

広島県では 「だれもが安全・安心を実感できる広島県の実現」に向け，平成１５年か，

ら全国に先駆けて「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動を展開し，県民，事業者，防犯ボラ

ンティアの皆様や行政等多様な主体が協働・連携した取組みを推進してまいりました。

その結果 「自分たちのまちは自分たちで守ろう」という気運が盛り上がり，地域にお，

ける防犯パトロールや子どもの見守り活動等の自主防犯活動が活発化したことなどによ

り，刑法犯認知件数が平成１５年以降５年連続して減少傾向を持続するなど，治安回復の

兆しがうかがわれるところです。

広島県警察では，平成１６年から，全学的な地域連携を進めている広島大学との協議を

重ね，平成１７年度事業として 「犯罪の起こりにくい安全な広島県づくり」の実現のた，

め，警察が有する実務的な知識や犯罪統計などのデータと，大学の豊富な知的資源を融合

させ，県民運動の取組みの効果等を学際的に検証するという，当時，全国でも例のない

「学」と「官」が共同した研究を行いました。

この研究の成果は，平成１８年５月２０日に開催された「 減らそう犯罪 “えぇまち『 』

ひろしま４つの視点”シンポジウム」において発表されましたが，その後も，知事部局・

教育委員会・県警察における各種施策に生かすとともに，防犯ボランティアをはじめとす

る地域住民の活動を支援するため「広島県安全・安心アカデミー」や，本年度初めて開催

した「防犯ボランティア交流会」などの場において，活用しているところであります。

， ，この資料は こうした共同研究事業とその後の取組みについてとりまとめたものですが

本資料が「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動推進の一助となり，安全・安心なまちづくり

の参考資料として役立てていただければ幸いです。

おわりに，これまで本研究に多大なご尽力をいただいた広島大学並びに関係者の皆様に

心から敬意と謝意を表しますとともに，今後益々のご発展を祈念申し上げ，ごあいさつと

いたします。

平成２０年３月

広島県警察本部長

飯 島 久 司



ご あ い さ つ

広島大学は１１学部，１２研究科のほか病院，研究所，センターなどを有する研究大学

であり，教育・研究面において大きな成果をあげています。同時に，その豊富な知的資源

を活かして，社会の多様なニーズに応えることで，社会と共に歩む「社会連携」を広島大

学の重要な役割として捉え，様々な方面において社会に対して貢献しています。

さて，広島県は，平成１５年1月に「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条

例を施行し「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動に取り組んでおられます。その結果，３年

間で犯罪件数を３割減少させるという大きな目標も達成され，地域社会においても，防犯

ボランティア団体の設立による自主防犯活動の活発化など，住民が主体となった防犯活動

の輪が広まっていると聞いております。

さらに、平成18年度からは「だれもが“安全・安心”を実感できる広島県の実現」を

運動目標として，刑法犯認知件数を5年間で戦後最悪だった6万件から3万件に半減させ

ることを目指して活動に取り組んでおられます。

この報告書は，平成15年1月から３年間進めて来られた「減らそう犯罪」運動の取組

について，倫理学，心理学，環境犯罪学，情報という４つの視点からまとめた広島県警察

と広島大学との共同研究の成果報告書です。警察と大学との共同研究は，おそらく全国の

大学においても初めてであると思われます。

また，地域で活動されている方々のご協力もいただきましたことに心から感謝します。

この研究成果が関係者の今後の活動にとって参考となり，広島県の進める「減らそう犯

」 ， 。罪 県民総ぐるみ運動の地域への定着と さらなる進展に役立つことを期待しております

平成２０年３月

広島大学長

浅 原 利 正
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「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動を通じた県警察と広島大学との連携協力事業について 

 

１ 趣旨 

  「犯罪の起こりにくい安全な広島県づくり」の実現のため，全学的な地域連携を進めて
いる広島大学の学問的資源を活用し，「官」・「学」共同した研究を行うもの。 

２ 共同研究のフレーム 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 事業の展開イメージ(H17.4)                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連携・協力 

だれもが“安全・安心”を実感できる広島県の実現 

 
○ 共同研究・調査 
○ 研究成果の政策形成の

反映 
○ 市町の安全なまちづく

り支援 等 

 
○ 共同研究・調査 
○ 政策形成への助言 
○ 講義（単位制）開設 
○ 学生のボランティア 
                                                                                                                                           

県・県警察 広島大学 

 
 

犯罪や非行に関し，「善悪と損

得」をキーワードに，伝統的な

道徳教育に代わる新たな教育プ

ログラムの作成 

（越智教授） 

規範意識向上のための教育

プ ロ グラ ム に関 す る研 究 

 
 

ソーシャル・キャピタルと犯

罪の減少等豊かな地域社会のあ

り方に関する研究 

 
（浦教授） 

ソーシャル・キャピタルの形成と 

犯 罪 防 止 に 関 す る 研 究 
 
 

「減らそう犯罪」住民・行政・

警察協働モデル事業等の分析と

住民主体の防犯活動の展開・普

及のための手法研究 

（吉中助教授(当時)） 

市民参加型犯罪予防活動に 

関する環境犯罪学的分析研究 

新たな教育プログラムの

作成 

安佐南区における 

モデル事業の検証 

地域づくりのあり方の

提言 

教育プログラムの活用に

よる少年犯罪の抑止 

効果的な防犯活動等の

全県への波及 
地域力・地域ネットワ

ークの強化 

 
効果的な情報宣伝のためのメディアの活用手法や情報の表現方法等の調査研究と試行 

（匹田助教授(当時)）              

安全・安心な広島県づくりに向けた効果的な情報戦略に関する研究 

研究成果の県の施策・取組への反映，市町・地域へのノウハウの還元 
「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動の更なる広がりと定着 

広 島 県 警 察   広 島 大 学 

地域連携センター 生活安全企画課 

少年 
サポート 

センター 

広島北警察署

(現安佐南署) 

減らそう 
犯罪 

情報官 

安全な 
まちづくり 

推進室 
研 究 担 当 教 授 等 



4 期間 
  平成１７年度(単年度事業) 

5 事業のあゆみ 

年 月 日 実 施 内 容 
H16. 7. 2 広島県警察と広島大学との事業計画案等の協議等開始 

H17. 2.10 警察本部長，広島大学学長間での事業確認 
H17. 4 研究協力協定の締結・公表 

H17.10.20 中間報告会 

H18. 5.20 共同研究発表会 

「減らそう犯罪」“えぇまちひろしま４つの視点”シンポジウム  開催 

 

6 「減らそう犯罪」“えぇまちひろしま４つの視点”シンポジウム 

○ 開催日時 

平成１８年５月２０日(土) 午後１時３０分～午後４時 

○ 開催場所 

広島市青少年センター大ホール(広島市中区基町５番６１号) 

○ 主催等 

主催～広島県警察，広島大学(共同主催) 

後援～広島市，(社)広島県防犯連合会，中国新聞社，ＮＨＫ広島放送局 

○ プログラム 

◇ 共同研究発表 

規範意識向上のための教育プログラムに関する研究 

(越智教授) 

ソーシャル・キャピタルの形成と犯罪防止に関する研究 

(浦 教授) 

市民参加型犯罪予防活動に関する環境犯罪学的分析研究 

(吉中助教授(当時)) 

安全・安心な広島県づくりに向けた効果的な情報戦略に関する研究 

(匹田助教授(当時)) 

  ◇ 来場者との意見交換 

                      

 
 
 
 
 

開 催 風 景 



規範意識向上のための教育プログラムに関する研究

　　　Ochi Mitsugu

規範意識向上のための教育
プログラムに関する研究

広島大学大学院文学研究科

　　　　　　　　　　　　　越智貢

高校生の問題行動

814711不良行為

422819刑法犯

9814913268不良行為

36301311刑法犯

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年

B高校

A高校

問題校の生徒たち

外観・・・・・・・だらしない服装？

　　　　　　　　 薄っぺらな鞄？

　　　　　　　　 規律のない態度？

　　　　　　　　 乱暴な言葉？

　　

内面・・・・・・・「耐えている」生徒　　何に？

学校をどのように捉えるか

この研究でのアプローチ

　　１．「社会資本」（R.パトナム)

　　　　　　　豊かな社会資本をもつ学校と

　　　　　　　貧しい社会資本を持つ学校

　　２．「マタイ効果」（R.マートン)

　　　　　　　「豊かなものはより豊かに

　　　　　　　貧しいものはより貧しく」

負の「マタイ効果」をもたらすもの

　生徒と教師の「同型性」　

　　　　　「耐えている」教師と「耐えている」生徒
　　　　

　　　　　疲れた教師と疲れた生徒

　鍵概念としての「無力感」

　　　　　生徒の無力感

　　　　　教師の無力感

無力感からの脱出口

　自信の回復

　生活する場所としての学校

　　　　　　教師にとって

　　　　　　生徒にとって

　　（この点に関して暫定的提言を試みたい）



ソーシャル・キャピタルの形成と犯罪防止に関する研究

　　　Ura Mitsuhiro

ソーシャル・キャピタルの形成ソーシャル・キャピタルの形成

と犯罪防止に関する研究と犯罪防止に関する研究

浦　　光　博浦　　光　博

（広島大学総合科学研究科）（広島大学総合科学研究科）

ソーシャル・キャピタルとはソーシャル・キャピタルとは

 社会科学における新しい概念社会科学における新しい概念

 Social Capital = Social Capital = 社会関係資本社会関係資本

 ネットワーク：人と人とのつながりネットワーク：人と人とのつながり

 規範：特に互規範：特に互酬酬性性（（お互いさま、情けはお互いさま、情けは

人のためならず）人のためならず）

 信頼：一般的信頼と個別的信頼信頼：一般的信頼と個別的信頼

共通の目標に向けての社
会組織の協調行動を導く

ボランティアな
どの市民活動

かつての社会の形

今の社会の形

結合型ソーシャ
ル・キャピタル
・閉鎖的
・排他的
・相互扶助
・相互監視
・匿名性の低さ

入りにくく、入っ
たら周囲から見ら
れてしまう

犯罪機会の抑制

ソーシャル・キャ
ピタルの低下
・開放的
・流動的
・独立性の重視
・相互無関心
・匿名性の高さ

出入りが容易で、
入っても目立た
ない

犯罪機会の増大

第１次産業
従事者率

第３次産業
従事者率

一般的信頼

ボランティ
ア活動者率

地縁的活動
者率

窃盗犯認知件数

粗暴犯認知件数

凶悪犯認知件数

＋

－

－

－

－

－

－

－

－

－

全国都道府県の統計データの分析結果

１. 市民の一般的信頼の程度が高い都道府県ほどボランティア活動者率が高い。

２. ボランティア活動者率の高い都道府県ほど３罪種の認知件数が少ない。
３. 地縁的活動者率の高い都道府県ほど粗暴犯の認知件数が少ない。
４. ２、３の効果は、産業形態を指標とする地域特性を統制してもなお認めら
　　れる。

一般的信頼

個別的信頼

地域内活動

地域間活動

ネットワー
クの多様性

治安維持活動.29

.13

.11

.05

.04

.29

.15

.15

広島県民を対象とした調査データの分析結果（１）

１. 他者一般を信頼する傾向の高い人ほど、地域内での地縁活動、地域を越え
　　たボランティア活動等に積極的であり、多様な対人的ネットワークを持っ
　　ている。
２. 古くからの知り合い等、気心の知れた他者への信頼の高い人ほど、多様な
　　対人的ネットワークを持っている。
３. 地域内活動、地域間活動に熱心な人、対人的なネットワークの多様な人ほ
　　ど、治安維持活動に熱心に取り組んでいる。

地域内活動-低

地域間活動-低

地域内活動-低

地域間活動-高

地域内活動-高

地域間活動-低

地域内活動-高

地域間活動-高

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

治
安
維
持
活
動
へ
の
積
極
性

広島県民を対象とした調査データの分析結果（２）

１. 地域内・地域間の活動ともに活発な市町村に住む人が最も治安維持活動に
　　熱心である。
２. 地域内・地域間の活動ともに低調な市町村に住んでいても、インターネッ
　　トを利用して犯罪・防犯情報を積極的に入手している人は治安維持活動に
　　熱心である。



市民参加型犯罪予防活動に関する環境犯罪学的分析研究

　　Yoshinaka Nobuhito

市民参加型犯罪予防活動に関
する環境犯罪学的分析研究

広島大学大学院社会科学研究科

助　教　授　　　　　　吉中　信人

博士後期課程院生　荻野　太司

１．目的と位置

（１）目的・・・「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動
の犯罪学的・刑事政策学的評価および提言

　　＊市民活動、安佐南区、まちづくり協議会

（２）位置

刑事政策（犯罪学、被害者学等）

犯罪予防論

環境犯罪学

２．考察

Ａ．分析
（１）犯罪予防論・・・環境犯罪学的防犯活動
　　（参加意義） 　　⇔犯罪原因の究明

（２）比較制度論・・・市民参加型防犯活動
　　（参加形態） 　　⇔警察・行政のみ

（３）地域知見論・・・利他的行動形態
　　（参加意識） 　　⇔利己的行動形態

Ｂ．疑念への対応
（１）「犯罪の転移」⇒「県民総ぐるみ運動」
（２）相互不信・監視社会⇒協議会による市民間連携

３．課題と展望

（１）社会的排除等　●市民間の文化葛藤を招来
　　①青少年の参加促進
　　②修復的司法の導入

（２）持続的な活動　●一部の人々への加重負担
　　①参加者への研修や資格付与
　　②非参加者へのインセンティブ
　　　　⇒消費行動にリンクしたメリットの体感
　　　　　　e.g; 「安全活動ポイント・カード」
　　

　　③短期居住者、外国人等への対応
　　　　⇒当事者意識・帰属意識を高める方策
　　　　＊価値相対主義、文化的柔軟性、共生

（３）体感治安　●環境犯罪学の限界
　　①「被害者化の防止」に焦点を当てた対策
　　②メディアのアナウンスメント効果
　　③検挙率の向上
　　④重点的課題設定（なりすまし詐欺、性犯罪等）
　　⑤中長期的な犯罪原因究明への資源投入

４．結果

（１）犯罪発生率３割減

（２）「犯罪の転移」は無く「利益拡散」へ結実

（３）社会的靱帯の回復

（４）各機関の連携強化

（５）情報ネットワークの整備

（６）オール・イン・オール

　　　―ひとつのことにみんなで取り組むこと

　　　―かけがえのないひとりひとりの存在



安全・安心な広島県づくりに向けた効果的な情報戦略に関する研究

　　Hikita Atsushi

安心・安全な広島県づくりに向けた
効果的な情報戦略に関する研究

広島大学地域連携センター
助教授　匹田　篤

hikita@hiroshima-u.ac.jp

コミュニケーションの５つの要素

• 同じメッセージであっても、文脈や媒体、発信する場
によって効果が異なる

• 表現方法とタイミングの改善がまず必要

メッセージ

メディア

コンテクスト

送り手 受け手

「センス」を科学する

　提供された情報と、認識とのギャップがあることで興味が
生まれ、誤解も生じる

情報の印象の高さの傾向

• 図解（グラフ、地図）---分布、時系列傾向、ランキング
• 防犯の方策（被害者の生の声）---具体的な行動
• 情報のローカルさ（市町村、駅、学区）---　対象者の限定

到達イメージ

→積極的な受け手のクチコミを誘発すること

被害防止は特にしなかった--- 61.3%

不安をあおるだけの情報発信になっていないだろうか？

不安を感じることがある
６７．３％

不安を強く感じる
１１．１％

不安を感じない
１８．７％

特にしなかった
６１．３％

した
３１．９％

犯罪情報を得て、あなた自身なんらかの
被害防止対策をおこないましたか？

現在、治安（犯罪）に関して、
不安を感じることがありますか

平成１７年「減らそう犯罪」県民アンケート調査

データを正確に伝える

[目標]
　　ギャップのあるデータを正確に伝えること
[手法]
• 図表を効果的に用いる
• 図表には解説をつけることで訴えたい情報を効果的
に伝える

• 典型的な図表のパターンを「ひな型」としてまとめる

[メディアの性格をはっきりとさせる]
•速報性の高いメディア：新規性の高い犯罪、増加が著しい犯罪への注意喚起
•定期性のあるメディア：比較、傾向など治安の現状と予防情報の提供

情報発信のタイミング
～機会なければ犯罪なし～

社会の状況を変えて、犯罪の機会を減らそう
–抵抗性（恒常性）の向上：対策の実施（施錠、記
名、防犯登録、防犯ブザー）

–領域性・監視性の向上：「見られている」という意
識の醸成

→傾向をある程度予測し、犯罪が増加する前
に、対策情報を提供すること
–新入生への呼びかけ
–季節の傾向に沿った予報的な情報提供



 

 

研究者のプロフィール 

 

越 智   貢(おち みつぐ) 

 広島大学副理事，同大学大学院文学研究科応用倫理哲学講座教授 

 専門は応用倫理学(教育倫理学，情報倫理学) 

 応用倫理学の立場から学校及び電子ネットワークにおけるモラルの諸問題を考察・分

析している。 

 日本倫理学会，日本医学哲学倫理学会，日本道徳教育方法学会などの役員，文部科学

省中央教育審議会部会部門委員，「少年の問題行動等に関する調査研究協力者会議」委

員等を歴任。 

 

浦   光 博(うら みつひろ) 

 広島大学大学院総合科学研究科教授 

 専門は社会心理学 

 対人関係の機能分析，組織行動を研究課題として，学会で優秀論文賞を受賞するなど

の功績を挙げている。 

 日本心理社会学会理事，広島県子ども地域活動推進委員会副委員長，「全国家庭教育

フォーラム in 広島」実行委員会会長等を歴任。 

 産業・組織心理学会理事，中国・四国心理学会常任理事，平成 18 年広島県地域家庭教

育推進協議会会長 

 

吉 中 信 人(よしなか のぶひと) 

 広島大学大学院社会科学研究科教授 

 専門は刑事政策 

 広島大学卒業後，リヨン第Ⅲ大学大学院(フランス)，一橋大学大学院で刑事法，犯罪学，

少年法等を学ぶ。 

 法務省刑事視察委員会委員，(社)広島被害者支援センター理事 

 

匹  田     篤(ひきた あつし) 

 広島大学地域連携センター准教授 

 専門は情報デザイン・メディア論 

上智大学大学院理工学研究科物理学専攻修了。株式会社三菱総合研究所，広島大学大

学情報サービス室を経て現職。 



 

 

 

 

 

共同研究事業終了後の取組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「広島県安全・安心アカデミー」の開講 

 
 広島県では，県民，事業者，ボランティア，行政等多様な主体が協働・連携して，｢減ら

そう犯罪｣広島県民総ぐるみ運動を展開しているところであるが，県警察においては，県民

運動の定着と更なる発展を図るためには，県内各地で活動している防犯ボランティア団体

の活動を定着させ，より一層の活性化を図ることが不可欠であるとの認識のもと，安全・

安心なまちづくりのリーダーを育成する「広島県安全・安心アカデミー」を，平成1８年度

から開講している。   

 

１ 開催目的 

 「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動の一環として開講し，地域安全活動に関する専門

的知識やノウハウ等を提供することなどにより，防犯ボランティア活動を地域に根付か

せ，地域における安全・安心なまちづくりのリーダーを養成するため。   

２ 主催等    

 (1) 主催 広島県警察本部    

(2) 協力 広島大学，(社)広島県防犯連合会，NPO 法人広島県生活安全防犯協会 

３ 日程等 

(1)  平成18年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  平成19年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

区　　分 開講日 受講者

広 島 会 場

10/14
10/28
11/11
11/18

広 島 市 青 少 年 セ ン タ ー （ 広 島 市 中 区 基 町 5-61 ） ６２人

呉 会 場

10/28
11/11
11/25
12/　2

呉 商 工 会 議 所 （ 呉 市 本 通 二 丁 目 6-3 ） ３３人

福 山 会 場

1/13
1/20
1/27
2/  3

福 山 商 工 会 議 所 （福 山市 西町二 丁目10-1） ３０人

１２５人

場　　　　　　　　　　所

区　　分 開講日 受講者

三 次 会 場

 9/  1
 9/  8
 9/15
 9/29

Ｊ Ａ 三 次 農 協 会 館 （三次市十日市東三丁目1-1） ２４人

広 島 会 場

11/10
11/17
12/  1
12/  8

広 島 県 立 総 合 体 育 館 （ 広 島 市 中 区 基 町 4-1 ） ５１人

尾 道 会 場

 1/12
 1/19
 1/26
 2/  2

尾 道 市 公 会 堂 別 館 （尾 道市 久保一 丁目15-1） ２２人

９７人

場　　　　　　　　　　所



 

4  講習内容  

  ４日間の講習では， 

   ○ 広島大学教授による「地域コミュニティとボランティア活動」 

   ○ 子どもの安全対策コーディネーターによる｢犯罪から子どもを守る対策」 

   ○ 防犯設備のプロフェッショナルであるNPO法人広島県生活安全防犯協会による

「プロから見た住まいの防犯対策」 

   ○ 人材育成コンサルタントによる「プロが教える上手な話し方」   

   ○ 学生ボランティアによる子どもの被害防止能力向上につながる「地域安全マッ

プづくり」の講習 

等，幅広い講義内容により，安全・安心なまちづくりリーダーを育成した。(詳細は次頁) 

5  反響 

   修了者からは， 

   ○ 防犯活動をする上で大変参考になったので，今後もアカデミーを継続してもら

いたい。 

   ○ 幅広い講師陣から教養を受け，ここで学んだことを活かし，安全で安心できる

地域づくりに取り組みたい。 

    ○ ４日間で学んだことを地域の会合などを利用して，住民の方に伝えていきたい。 

   ○ 地域住民に学んだことを伝えて，安全・安心なまちづくりの活動を共有できる

人を増やしていきたい。  

 等好評であった。 

6 修了者との連携 

  修了者には，警察本部長名の修了証を交付するほか，修了者名簿を警察署及び各市町

と共有し，各種活動において連携を図るとともに，地域安全活動のリーダーとしての活

動を促している。   

 

 

  

 

                                

 

 

 

 

 

 

平成 18 年度 

浦 教授 吉中教授 

浦 教授 吉中教授 

平成 19 年度 



○ 平成 18 年度カリキュラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成 1９年度カリキュラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講　　義　　名 内　　　　　　　　　　容 講　　　師

地域コミュニティとボランティア活動
地域コミュニティの再生、ネットワークの構築、
ボランティア活動の活性化等による犯罪の予
防・抑制効果

広島大学大学院
    浦          光   博    教   授
    吉    中   信   人    教   授

犯罪から子どもを守る対策
子どもを取り巻く犯罪の実態と犯罪被害から
子どもを守るための取組みの実践方法

ＮＰＯ法人子どもの危険回避研究所
子どもの安全対策コーディネーター

「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動
県民運動の経緯や目的・取組み方針、「減ら
そう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例
など

広島県警察本部生活安全企画課

犯罪情報等の効果的発信方法
警察からの犯罪発生情報の入手方法と地域
住民への発信・提供方法、情報に基づく防犯
パトロール活動の実践要領

広島県警察本部生活安全企画課

最近の侵入犯罪等の発生傾向
侵入窃盗や路上犯罪の犯行手口の実態や被
害に遭わないための防犯対策

広島県警察本部捜査第三課

身近な犯罪と防犯パトロールのあり方
乗り物盗難、ひったくりなど住民に身近な犯罪
の防犯対策と防犯パトロール活動方法，不審
者発見時の対処要領

広島県警察本部生活安全企画課

地域安全ニュースの作成要領
地域住民に犯罪の発生や防犯対策等を知ら
せる「地域安全ニュース」の有効性と作成実
習

広島県警察本部生活安全企画課

ボランティア活動の継続のポイント
地域におけるボランティア活動の参加拡大と
活動を定着させるためのポイント

広島赤十字・原爆病院

プロから見た住まいの防犯対策
戸建住宅やマンション等住宅における防犯対
策や防犯指針に基づく防犯診断の方法、防犯
性能の高い建物部品の紹介

ＮＰＯ法人広島県生活安全防犯協会

正しいウォーキングパトロールの方法
パトロール活動を行いながら健康増進を図る
ための正しいウォーキングのポイント

ＮＰＯ法人日本健康運動指導士会

プロが教える上手な話し方
地域における防犯講演等に役立つ，人前で上
手に話すときのポイント

㈱エコールドフルール
㈱ディア・フォロン

子どもの危機回避能力の向上につながる地
域安全マップづくりの実習

広島県県民生活部青少年・地域安全室地域安全マップづくり

実
　
 
　
践
 
　
　
編
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講　　義　　名 内　　　　　　　　　　容 講　　　師

地域コミュニティとボランティア活動
地域コミュニティの再生、ネットワークの構築、
ボランティア活動の活性化等による犯罪の予
防・抑制効果

広島大学大学院
    浦          光   博    教   授
    吉    中   信   人    助教授

効果的な情報発信
地域住民の防犯行動・防犯意識を向上させる
ための効果的な犯罪情報発信のあり方

広島大学地域連携センター
    匹   田           篤     助教授

犯罪から子どもを守る対策
子どもを取り巻く犯罪の実態と犯罪被害から
子どもを守るための取組みの実践方法

ＮＰＯ法人子どもの危険回避研究所
広島大学大学院
    吉    中   信   人    助教授

「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動
県民運動の経緯や目的・取組み方針、「減ら
そう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条
例、リーダーに期待する取組みなど

広島県警察本部生活安全企画課

犯罪情報の発信・活用方法
警察からの犯罪発生情報の入手方法と地域
住民への発信・提供方法、情報に基づく防犯
パトロール活動の実践要領

広島県警察本部生活安全企画課

最近の侵入犯罪等の発生傾向
侵入窃盗や路上犯罪の犯行手口の実態や被
害に遭わないための防犯対策

広島県警察本部捜査第三課

身近な犯罪の被害防止対策
乗り物盗難、ひったくりなど住民に身近な犯罪
の防犯対策や女性や高齢者等犯罪弱者を対
象とした犯罪の被害防止対策

広島県警察本部生活安全企画課

防犯パトロール活動のあり方
パトロール隊の結成方法、具体的なパトロー
ル要領、不審者発見時の対処要領及び警察
と連携した取組など

広島県警察本部生活安全企画課

地域安全ニュースの作成方法
地域住民に犯罪の発生や防犯対策等を知ら
せる「地域安全ニュース」の有効性と作成実
習

広島県警察本部生活安全企画課

地域安全マップ作製実習
子どもの危機回避能力の向上につながる「地
域安全マップ」の有効性と作製実習

広島県県民生活部
子どもの犯罪被害防止対策プロジェクトチーム

報道機関からみた防犯活動のあり方
報道関係者からみた有効な防犯活動のあり
方や「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動の効果

中国新聞社報道部

ボランティア活動の継続のポイント
地域におけるボランティア活動の参加拡大と
活動を定着させるためのアイデアやポイント

ＮＰＯ法人きよたけ郷ハートム

「減らそう犯罪」安佐南モデル事業
平成16・17年度に実施した「減らそう犯罪」住
民･行政･警察協働モデル事業における取組
み事例の紹介

安佐南防犯組合連合会
安佐南区役所地域連携・安全推進担当課

プロからみた住まいの防犯対策
戸建住宅やマンション等住宅における防犯対
策や防犯指針に基づく防犯診断の方法、防犯
性能の高い建物部品の紹介

ＮＰＯ法人広島県生活安全防犯協会

正しいウォーキングパトロールの方法
パトロール活動における正しいウォーキングの
方法と健康を維持するための筋力強化法

ＮＰＯ法人日本健康運動指導士会
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地域安全推進指導員・職域安全推進連絡員 

委嘱時研修会の開催 

 

広島県警察では，平成 19 年 6 月 1 日付けで委嘱した地域・職域での防犯活動のリーダ

ーとなる地域安全推進指導員及び職域安全推進連絡員に対して，その活動に必要なノウハ

ウの修得を目的とした研修会を開催した。   

1 地域安全推進指導員等の概要  

 (1) 委嘱 

   公安委員会による委嘱 

    (根拠規定：「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例第7条) 

 (2) 任期 

   2年(平成19年6月1日～平成21年5月31日) 

※ 2回に限り再任されることができる。本制度は平成15年6月の制度開始後，平成 

17年6月に第1回目の委嘱換えがあり，今回は2回目の委嘱換えとなった。 

 (3) 委嘱人員 

  ア 地域安全推進指導員 69人 

  イ 職域安全推進連絡員 54人  

 (4) 活動内容 

  ア 地域安全推進指導員   

   ○ 地域住民，ボランティア及び防犯団体等の意見・要望の関係機関への伝達 

   ○  地域住民に対する防犯講演等，防犯意識の高揚を図るための活動 等 

  イ 職域安全推進連絡員  

   ○ 職域防犯団体の意見・要望の関係機関への伝達 

   ○  地域安全推進指導員と協働した職域における犯罪防止活動 等   

2 委嘱時研修会の概要 

 (1) 開催日時 

   平成19年6月16日(土)午後1時30分から午後4時10分まで 

 (2) 開催場所 

   広島県警察本部 17階大会議室 

 (3) 出席者 

  ア 被委嘱者 

   ○ 地域安全推進指導員  

   ○ 職域安全推進連絡員  

    イ 部外講師 

   ○ 広島大学大学院：吉中教授  

   ○ 広島県防犯連合会：牟田専務理事 生活安全企画課長あいさつ 



  ウ 警察本部 

    生活安全部参事官兼生活安全企画課長，減らそう犯罪推進室長，減らそう犯罪情

報官，生活安全企画課員 

 (4) 研修会次第 

  ア 生活安全部参事官兼生活安全企画課長あいさつ 

  イ 研修 

   ○ 「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動の取組みと地域安全推進指導員及び職域安

全推進連絡員の任務(減らそう犯罪推進室長)  

   ○ 効果的な情報発信(減らそう犯罪情報官)  

   ○ 地区防犯連合会及び地域安全推進員との連携(広島県防犯連合会：牟田専務理事)

   ○ 地域コミュニティとボランティア活動(広島大学大学院：吉中教授) 

 (5) 反響 

   被委嘱者からは， 

     「今後の自主防犯活動に大変参考となっ

た。研修で学んだことを活かし，安全で安

心できる地域づくりに取り組みたい。」 

  等の反響があった。 

 

 

      

 

 

 

 

「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動マスコットキャラクターについて 

 

【 名 前 】  

モシカ         

【 由 来 】 

防犯について「もっと しっかり かんがえよう！」 

と県民のみなさんに呼びかけたいという思いから，この頭文字をとって名付けました。 

【何故に鹿？】 

    鹿は，世界遺産のある「宮島」で生息しており，「広島」を連想させる動物です。 

     また，鹿は自衛意識が強く，しかも群れをなして生息する習性があることなどから，「減らそう犯罪」県民 

総ぐるみ運動の「意識づくり」（防犯意識）と「地域づくり」（コミュニティの再生）に通じています。 

 

コ ラ ム 

研修(吉中教授) 



「防犯ボランティア交流会」の開催 

 

 広島県警察では，県内で防犯ボランティア団体の結成が相次ぎ，これらの団体からも「他

の団体の活動内容が知りたい」，「お互いの活動上の課題や問題点を話し合いたい」とい

った意見が多く寄せられていることから，「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動の一環とし

て，このほど本県初となる防犯ボランティア相互の情報交換や双方向のネットワークづく

りを目的とした「防犯ボランティア交流会」を平成 19 年度事業として開催した。 

広島・呉・福山・三次の 4 地区で開催した交流会には，各地区の防犯ボランティア団体

の代表者やメンバーなど計 228 人の参加があり，大学教授による基調講演の後，小グルー

プに分かれてワークショップ形式で活動上の問題点，課題，取組みの実情やアイデアなど

について活発な意見交換・発表が行われた。 

１ 開催日時・場所 

 (1) 広島会場 

     平成 19 年 7 月 28 日(土)13：00～16：00 

      広島市東区光町二丁目 1－14  広島県生涯学習センター 

  (2) 呉会場 

平成 19 年 7 月 29 日(日)13：00～16：00 

広島県呉市本通二丁目 6－3 呉商工会議所 

  (3) 福山会場 

   平成 19 年 10 月 20 日(土)13：00～16：00 

広島県福山市西町一丁目 1－1 福山市男女共同参画センター 

  (4) 三次会場    

   平成 19 年 10 月 27 日(土)13：00～16：00 

広島県三次市十日市東三丁目 14－25 三次市生涯学習センター 

２ 参加者 

  228 人(広島会場：81 人，呉会場：51 人，福山会場：56 人，三次会場：40 人) 

３ 内容 

  (1) 基調講演 

大学教授による防犯ボランティア活動を行う上での問題点や課題，その解決策等に

ついて専門的な立場からの講演が行われた。 

○ 広島会場 

      講 師：福山大学人間文化学部教授  平 伸治 

      テーマ：「地域力開発を目指した防犯活動  ～「意味ある他者」の必要性～ 

      ○ 呉会場 

講 師：広島大学大学院文学研究科教授 越智 貢 

          テーマ：「防犯ボランティアの連携促進について」 



○ 福山会場 

     講 師：広島国際大学心理科学部助教 命婦 恭子 

テーマ：学校臨床から考える「地域で子どもを守る」ということ 

○ 三次会場 

          講 師：広島大学情報メディア教育研究センター准教授 匹田 篤 

テーマ：防犯ボランティアとコミュニケーション 

  (2) ワークショップ及びプレゼンテーション 

      参加者が７～８人程度のグループに分かれ，ワークショップ形式で活動上の問題点，課題，

取組みの実情やアイデアなどについて自由な意見交換を行った。 

      ワークショップ終了後，各グループが意見交換内容を書き込んだ用紙を掲出してプレゼ

ンテーションを行い，参加者全員がボランティア活動上の課題や問題点，アイデア等を共有し

た。 

４ 反響・効果等 

  (1) 参加者側の反響 

   一方的な知識の伝達ではなく，参加者自らが主体となって意見を出し合い，知識・体験を

共有し，互いに学習し合う「ワークショップ」を取り入れたことで実りの多い会となり，

防犯ボランティア団体同士のコミュニケーションが図られた。 

   参加者からは，「各地区の取組みを参考にしたい」，「それぞれが創意工夫してい

ることが分かった」，「ぜひ定期的に行って欲しい」，「同じ目的を持って活動して

いる人がたくさんおり励みになった」等の声があり，団体間の連携のきっかけづくり

となった。 

  (2) 講師側の講評 

   基調講演を行った大学教授からは，総括として，「ボランティア活動を大変熱心に

行っている一方で今後の継続に関して悩んでいるケースがあると思うが，その際，お

互いが持っている知恵を交換することは大変意味のあることだ」，「有意義な会でこ

ちらも勉強になった」等の講評を得た。 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

三次会場 

呉 会 場 

越智教授 

匹田准教授 



 

そ の 他 の 取 組 み 

 

 

日　時 会　議　名 開　催　場　所 講　師 演　　　　　題
参加
人員

H18.9.8
19:30

～21:40

津之郷学区
　　まちづくり推進委員会
　　　　　　　　　　防犯研修会

福山市津之郷町
ＪＡ福山市津之郷支店
　　　　　　　　　　会議室

匹田准教授 まちづくりとコミュニケーション 110人

H18.10.12
13:30

～15:30

広島市犯罪のない
　　　　　まちづくり連絡会議

広島市中区小町
　中国電力㈱大会議室

越 智 教 授 安全安心は作るもの 220人

H19.2.3
13:00

～15:20

サイバーセキュリティ・
　　　　　　　　カレッジin広島

広島市中区中島町
　広島平和記念資料館
　メモリアルホール

匹田准教授
インターネットの世界における表現方
法，言語論

300人

H19.3.3
　10:00

～12:00

「安全・安心なまちづくり」
　　　　　　　　　　東区民大会

広島市東区東蟹屋町
 　東区民文化センター

浦 教 授
地域コミュニティとボランティア活動
　－その防犯機能に着目して－

520人

H19.9.30
 　13:30
～15:30

「減らそう犯罪」中区民大会
広島市中区加古町
   中区民文化センター

浦 教 授
地域コミュニティとボランティア活動
　－その防犯機能に着目して－

450人

H19.10.13
 　13:30
～15:30

安佐北警察署管内
         防犯ボランティア
                      地域交流会

広島市安佐北区
 可部三丁目
　 安佐北区
      総合福祉センター

吉 中 教 授
防犯ボランティア活動の問題点と
                                     活動のあり方

75人

H19.12.1
　10:00

～12:00
「減らそう犯罪」東区民大会

広島市東区東蟹屋町
   東区民文化センター

吉 中 教 授
地域コミュニティとボランティア活動
　－安全・安心なまちづくりを目指して－

500人

H19.12.16
13:00

～15:40

安全・安心なまちづくり，
　　　　　　　佐伯区民の集い

広島市佐伯区
五日市中央六丁目
佐伯区民文化センター

浦 教 授 地域コミュニティとボランティア活動 610人

H20.2.3
13:30

～16:00
安全・ 安心阿戸町民大会

広島市安芸区阿戸町
　　　　　 　 阿戸公民館

吉 中 教 授 安全・安心で魅力あるまちづくり 250人



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越智教授 
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吉中教授 
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越智教授 
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規範意識向上のための教育プログラムに関する研究 
広島大学大学院教授 越智貢 

 
１．研究目的 
 本研究は、「減らそう犯罪」安心・安全ひろしま重点プロジェクトに関わる共同研究(平
成17年度)として、高校生の規範遵守に関する「意識づくり」の方策を究明しようとしたも
のである。その際の主な関心は、とりわけ、比較的問題が多いとされる高校（以下「教育
困難校」と表記する)で生徒の問題行動を減少させるためにはどのような配慮をすれば効果
的かを模索することに置かれている。 
 現在、全国の多くの高校で、道徳教育を導入するための試行的研究が行われているが、
本研究の特色は、高校生の規範意識を向上させるために、教師が生徒に善悪論の立場から
｢教える｣という旧来の方法にではなく、生徒自身がいわば損得論（合理的な「道徳的計算」)
の立場で行為するよう促すという点にある。教育困難校では、善悪論を「教える｣ことの教
育的効果は少ないと判断されたからである。 
 比較的犯罪件数の多い高校に在籍する生徒たちが道徳的計算に向かいうる道筋とその方
途を明らかにすることができれば、本研究は、近年増加しつつある高校生犯罪の抑止策と
して新たな可能性を開くものとなると思われる。 
 
２．研究計画 
 上記の研究目標を達成するためには、(1) なぜ、教育困難校の現状の方法では規範意識
が向上しないのか、(2)（その分析に基づいて）どのような方向で、規範意識向上のプログ
ラムを作成することが可能なのか、という二つの問題に答える必要がある。 
 ただし、本研究は、1年間という短期的な研究であるために、(1)に関する問題分析に比
重を置き、(2)については、プログラム作成のための有効な方向を確認するにとどめること
にした。 
 こうした方針の下に、研究対象校を選び、検討すべき(仮説的)項目に留意しながら、当該
の高校及び高校生の実態を把握し、さらにそこから導出されうる教育プログラムの可能性
を探った。以下、検討項目、研究対象、調査･研究の概要を説明する。 
検討項目 
 短期的な研究であることを考慮して、研究計画を効率的に進めるために、高校生と比較
すべき合理的人間（＝道徳的計算をしうる人間）のモデルを導入した。先行の諸理論を参
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考にして、合理的な人間でありうるための契機として、「目標」「知識」「体験」を選ん
だ。一般に、人は特定の目標を達成するために、知識を求め、またそれを実際に確かめ（体
験し）ようとすると考えられているからである。 
 目標が明確であれば、それを達成する（もしくはその障碍になる）行為の選択は容易で
ある。目標につながる行為は許容されるが、それを遠ざける行為は回避される。こうした
合理的な人間の観点から、当該高校の生徒たちがどのように位置づけられるのかが明らか
になれば、彼らに対してアプローチすべき方向を予測することが容易になる。 
研究対象 
 県教育委員会の協力の下に、教育困難校と目されている高校の一つ（＝A高校）を研究対
象校として選んだ。 
 A校は静かな田園の中に位置し、田舎の高校という印象が強い。一般の高校と比べれば、
学力が低い生徒が多く、彼らが引き起こすトラブルや犯罪発生件数は多いものの、教育困
難校としての程度はやや軽度である。それゆえ、他の多くの教育困難校とは異なり、校内
は比較的整然としており、ゴミなども散乱していない。A校独自の行事も多く、クラブ活動
も比較的盛んである。出会う生徒にも厳しい表情をしている生徒は多くない。しかし、授
業に関しては、参加しようとしない生徒が目立つ。授業中に寝ている生徒の数も少なくな
い。 
 なお、A校の調査を補うために、B校の実態も合わせて検討することにした。教育困難校
における有効性を確認するためには、A校の分析だけでは不十分だと思われたからである。
B校は、教育困難校の性格を強くもっている。犯罪発生率も高い。A高校とB高校とを比較
しつつ、A校における研究結果をB校で確かめながら、研究を遂行した。 
調査･研究活動 
 A高校における調査･研究に関する活動を大きく分けると、１．カリキュラム作成への協
力、２．当該高校の生徒たちの実態の把握、３．仮説的項目の検証、の3点にまとめること
ができる。 
 １．カリキュラム作成への協力 
 A高校ではカリキュラム作成に協力する形で研究が行われた。研究スタッフがキャリア教
育に関する授業に参加し、これを通して生徒の様子、生徒に関わる教師のあり方等を分析
した。さらに、研究スタッフが授業の一部を担当し、それにより、当該高校の生徒および
教師の問題点を把握し、どのような授業を展開すれば、効果的であるかを実際に確かめた。 
 ２．当該高校の生徒の実態把握 
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 研究スタッフが、一年間ほぼ毎週、研究対象校の特定のクラスに通い、生徒たちと交流
しながら、彼らの「生」の様子を観察した。これは面接調査のための準備でもある。研究
期間が半ばを過ぎた頃から、面接調査に着手し、当該高校の生徒（約８0名）並びに教員に
対する面接調査を行って、彼らの問題点を分析するための資料を作成した。 
 ３．仮説的検討項目の検証 
 合理的人間という比較モデルに即した検討を行った。「知識」の有効性を検証するため
に、キャリア教育の中で外部の有識者による授業を企画・実施して、その「知識」が生徒
によってどのように受け止められるのかを分析した。さらに、「体験」の有効性を検証す
るために、当該高校の生徒による職場体験を企画した。それを通して、上記検討項目の「目
標」「知識」「体験」が、当該高校の生徒においてどのように位置づけられるのかを分析
した。 
 
３．研究成果 
 一年間の調査･研究活動によって得られた成果を記す。 
仮説的項目の検討 
 合理的人間のモデルに従えば、人は、目標が明確である場合、それを達成する手段を得
ようとする。そして、知識はそうした手段の一つとして不可欠である。目標に直接つなが
る知識のみならず、目標達成を阻害するものに関する知識も重要になる。こうした観点か
ら、学校外の専門家による授業を計画し、実行した。だが、その際の生徒の反応は、予想
を裏切るものであった。多くの生徒は、その授業による知識を自分自身に直接関わるもの
と捉えなかった。警察のスタッフによる授業（犯罪に巻き込まれないための知識）も試み
たが、それを歓迎する意見がある一方で、「勝ち組｣の話として切り捨てる生徒も見受けら
れた。いずれにせよ、そうした授業は一過性の知識にとどまり、彼らに深く浸透する効果
は望めなかった。 
 これに対して、体験は生徒たちに異なった反応を引き起こした。先の警察スタッフによ
る授業の結果を踏まえ、警察が体験と結びついたとき、高校生たちがどのような結果にな
るかを調査した。予め80名ほどの生徒に警察に関する見解や印象を書かせた後、彼らを警
察本部に案内し、警察の人々やそこでの種々の仕事に実際に触れさせた。その後、事前の
質問と同じ質問に答えさせたが、多くの生徒が警察に対する意見を（否定的な意見から肯
定的な意見へと)翻した。中には、警察業務に大きな関心を寄せ、職業の選択肢の一つにし
ようとする生徒も認められた。 
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 こうした結果から、高校生の体験が不足していることや彼らの主な知識がジャーナリズ
ムやテレビなどによる間接的知識であることなど、しばしば指摘される事態を推論するの
は容易である。さらには、(多くの学校で行われているような)学校外の識者の講演や授業に
過大な効果を求めてはならないことや（実業高校以外では行われることの少ない)インター
ンシップに力を入れるべきことなども指摘できる。 
 だが、それ以上の事態が隠されているように思われた。とりわけ、合理的人間のモデル
との関わりの中で検討したとき、A校の生徒たちの多くが、明確な目標をもっていないこと
を示している可能性があると考えられた。彼らが明確な目標をもっていないとすれば、彼
らの中に目先の快楽を求める者が少なくないことが理解できるだけでなく、学校外の識者
による授業（＝知識）を自分自身に関わるものと捉えなかったことも、そして、逆に、警
察を見学（＝体験)した生徒たちの中に、将来の自分自身の職業を意識し始める者が認めら
れたことも理解可能になる。体験は目標の設定につながりうるからである。 
 それゆえ、この点をさらに追求するために、彼らの目標に留意しつつ面接資料を分析し、
彼らの現状理解に努めることにした。 
面接及び観察による知見 
 結論から言えば、とりわけ面接調査により、目標の有無に関する上記の推測が跡付けら
れた。当該校の多くの生徒たちが明確な目標を持ち得ないでいることが明らかになった。
それに言及しつつ、面接及び観察により得られたことを、以下3点にまとめる。 
 １．無力感・目標･同型性 
 面接調査を通して明確になったのは、生徒たちの多くが無力感を抱いていたことである。
こうした無力感は、言うまでもなく、上で問題にした目標の不在と深い関係にあった。将
来の目標ばかりか、現在の目標も見出せないでいる生徒たちが多いことが判明した。ただ
し、ここで主題化されている目標が、生徒の私的な夢想に結びついた目標ではなく、「学
校の中の目標」である点に留意しなければならない。教育困難校で、比較的無力感を抱い
ていない生徒たちの多くは、学校の中に目標を見出している生徒たちであった。学業やク
ラブ活動に熱心に取り組んでいる生徒たちは無力感から遠い。また彼らの多くは問題行動
からも遠ざかる傾向にある。それゆえ、生徒に目標（＝「守るべきもの｣）があるか否かと
いう点が、規範に関する彼らの日常的態度と深く関わっているように思われた。 
 しかも、当該高校の生徒と教師に「無力感」あるいは「自信の喪失」といった負の同型
性が認められた点は特筆すべきである。 
 先に、80名ほどの生徒たちに面接したと述べたが、関連の全教師（約20名）に対しても
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面接を行った。そのことにより、教師もまた、生徒と同様「無力感」に耐えているという
状況が認められた。多くの教師が、「無力感」に耐えている生徒に対して教師の力量を発
揮できない「無力さ」を感じている。その結果、教師の中にも、生徒と同様、学校を本来
的生活の場としえていない者すら見受けられた。ここには不幸な「同型性」が認められる。
次項で述べるように、生徒も教師も、学校の貧しいソーシャル･キャピタル（次項参照)に、
いわば打ちのめされていると考えられた。 
 とすれば、規範意識の向上のためには、両者の無力感を払拭し、それを通して、ソーシャ
ル･キャピタルの向上を図るという方策が最も適切な道筋だと推測できる。少なくとも、生
徒に対する個別的な指導や「お説教」だけでは、規範意識の向上が望めないのは確かであ
る。  
 ２．ソーシャル・キャピタルと「指導｣ 
 問題傾向のある生徒たちが集まっている学校が教育困難校化すると語られることが多い
が、必ずしもそうではない。彼らは自らの無力感を払拭してくれるものを当該校に見出す
ことができないままに、当該校の現状に「適応」（もしくは「過剰適応」）していると捉
えるほうがより自然であるように思われる。もし彼らが無力感を克服しうる別の環境にあ
れば、違う姿を見せることが強く予想される。 
 こうした視点で学校を考えるとき、有効な捉え方として採用すべきモデルが「ソーシャ
ル・キャピタル(社会関係資本)」であるように思われる。ソーシャル・キャピタルは、簡単
に言えば、人間関係を支える目に見えない道徳資源を指している。これを唱えたパトナム
は、ソーシャル・キャピタルが豊かな組織・地域と貧しい組織・地域では、そこに関わる
人々の行動傾向が異なってくることを実証した。豊かな組織や地域では問題発生が抑制さ
れる。たとえ問題が生じても、それを解決するために協力関係が図られやすい。同じこと
が学校についても言える。ソーシャル・キャピタルの豊かな学校もあれば貧しい学校もあ
る。いわゆる教育困難校は、この意味で、ソーシャル・キャピタルが（比較的）貧しい学
校だと言うことができる。学校間格差は、生徒の学力等の格差である以上に、学校に備わ
るソーシャル・キャピタルの格差だと考えるべきであるように思われる。 
 ソーシャル・キャピタルは、物的な資本と同様の傾向を示す点にも留意すべきであろう。
それを使用する頻度が多ければ多いほど、豊かになり、そうでない場合には、減少すると
いう傾向（「マタイ効果」）である。「非－教育困難校」で問題発生が抑制されやすいの
はこのためであるように思われる。逆に言えば、「教育困難校」は適切な処置を施さなけ
れば、ますますそのソーシャル・キャピタルを貧しくすることになりかねない。  
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 それゆえ、前項において述べたことだが、ここからも、厳しい処置（＝「指導｣）に力を
注ぐことが必ずしも学校改善につながらないことが導かれるように思われる。 
 ３．中間層と「授業」 
 最後に、もう一点、面接や観察から示唆されたことを記しておきたい（研究課題からや
や逸れるためにここでは詳述しない)。 
 教育困難校においては中間層と呼ぶべき生徒たちに対する配慮がもっとも効果的である
ように思われる。ここで、中間層とは、問題行動を起こさず、各種の規範も守る、平均的
な生徒たちを指している。彼らは、現在、学校内に明確な目標を見出してはいないとして
も、少なくとも、学校に通い、授業に参加することにそれぞれ意義を認めている生徒たち
である。学校を変えていく主体は彼ら中間層であると考えられる。 
 だが、教師たちの多くは、中間層をさらに学校に結びつけうるはずの授業開発に力を入
れていない。教師たちがそうしない（もしくは、できない）理由として、生徒たちのトラ
ブルに対する指導に時間を取られることや、多くの生徒たちが授業に参加しようとしない
ことから、授業開発そのものに対する動機付けを失っていることなどが挙げられるかもし
れない。教育困難校では、授業として成立していない授業が、教師から生徒へと一方通行
的に行われている場合が少なくない。このことが、生徒と教師の無力感をさらに助長する
一因になっている。学力の低い生徒たちを対象とする授業方法を研究･開発することが強く
望まれる。 
 
４．本研究の意義 
 通常、道徳教育といえば、小中学校で行われているような教育スタイルが想像される（実
際、高校の教師もまたそのようにイメージしている場合が多い)。だが、そうした教育スタ
イルは高校では通用しない。教育困難校においてはなおさらである。どのような方策を採
用すれば、当該校の生徒たちの反社会的行為を阻止できるのか。その答えは簡単ではない
が、本研究の分析の結果から、必要不可欠な方向を示唆することはできる。 
 これまで述べたことからも明らかであるように、当該高校の生徒たちがよりよい道徳的
計算をなしうるためには、教師が彼らに道徳を「教え」たり、指導を強化したりするより
も、むしろ彼ら自身が自然にそうしうるための「環境づくり」（＝ソーシャル・キャピタ
ルの蓄積）が効果的である。むろん、そのためには、ある程度の時間と地道な努力が必要
になるが、それ以外の確かな方法は見出せないように思われる。 
 例えば、学校の中に生徒と教師によってともに共有・追求される「目標」を構築し、そ
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れを達成するための活動を生徒と教師双方が粘り強く行うことができれば、学校のソー
シャル･キャピタルは徐々に豊かになっていくことが予想される。そして、学校の中の目標
を生徒と教師が共有することができれば、学校を生徒と教師それぞれの本来的生活の場に
近づけることも可能になる。 
 最後に、本研究のその後について触れて、報告を締めくくりたい。 
 本研究は単年度のものであるが、実は、下記のように、五年間の全体計画の中に位置づ
けられている。本研究の計画はその第二期～第三期に当たる。 
  第一期 教育困難校の問題点の点検 
  第二期 教育困難校の問題点の分析  
  第三期 問題点の対処法の開発 
  第四期 対処カリキュラムの開発 
  第五期 対処カリキュラムの実践 
 現在、第四期～第５期の研究が、C高校において進行中である。ここでは、特定のクラ
スのソーシャル･キャピタルの蓄積のためのカリキュラムを作成･試行している。具体的に
は、アメリカやオセアニアで「P４C (Philosophy for Children)」 と呼ばれている授業スタ
イルを参考にしつつ、高校のカリキュラムを開発している。今年度後半から、そのプロト
タイプが現場の教員によって実践的に検証される予定になっている。 
 



ソーシャル・キャピタルが犯罪防止に及ぼす効果の検討 

 
浦 光博  （広島大学大学院総合科学研究科） 

古谷嘉一郎（広島大学大学院生物圏科学研究科） 

    

問題 

はじめに 

平成16年における刑法犯の認知件数は342万7,606件であり、戦後 多を記録した平成14
年をピークとして平成15年から減少傾向にあるものの、戦後全体を通して見ると依然とし

て高水準にある（法務省総合研究所, 2005）。このような状況に対してわれわれはどのよう

に立ち向かえばよいのだろうか。この問いに答えるための試みとして、本研究ではソーシ

ャル・キャピタル論と犯罪機会論の枠組みから、犯罪に強い地域のあり方とはどのような

ものかを検討する。 
本論文は２つの研究から構成されている。研究１では、全国47都道府県の統計資料の分

析を通じて、都道府県のソーシャル・キャピタルの水準と刑法犯認知件数との関連を探る。

研究２では広島県民を対象とした社会調査データの分析を通じて、個々の県民を単位とし

たソーシャル・キャピタル変数と治安維持活動への参加との関連、ならびに市町のソーシ

ャル・キャピタルの水準が住民の治安維持活動に及ぼす影響を分析する。 
 
現代社会とソーシャル・キャピタル 

現代社会において、かつての社会に当たり前のようにあったものが失われつつあると指

摘されて久しい。たとえば、かつての地域社会内部に見られた人びとの密接な結びつきが

失われ、それを土台とした相互の信頼や社会規範もまた失われつつある。さらに、結びつ

きの弱体化は相互扶助の精神を弱め、信頼の低下は安心感に満ちた生活を送ることを困難

にし、規範意識の崩壊は相互不信の増大や治安の悪化を招いた。このような観点から犯罪

に強い町づくりのために何をすべきなのかについて暫定的な答えを示すならば、かつての

社会に見られた特徴を、現代社会が取り戻すべきであるということになるかもしれない。 
しかし一方で、現代社会をかつての社会に戻すことは、密接な結びつきを維持するため

に住民相互の監視を強化し、外部の異質な他者を排斥し、住民の価値観の多様化もまた制

限することを意味する。考えてみれば、そのような息苦しい社会のあり方をわれわれが嫌

ったからこそ、今のような社会が成立したのである。とするならば、現代社会においては

犯罪の増大は不可避なのだろうか。われわれが今享受している自由と経済的な豊かさを維

持するためには、治安の悪化、不安の増大という代償を支払い続けなければならないのだ

ろうか。 
この問題を考えてゆく上での１つのヒントがソーシャル・キャピタルという概念にある。

Putnam(2000)は、上述のような社会の変化をソーシャル・キャピタルの弱体化という言葉

で捉えた。このソーシャル・キャピタルは、当該の組織・社会の個々人間のネットワーク、

ネットワークのメンバー間に共有された互酬性規範、ネットワーク内で個々のメンバーが

感じる信頼の3要素からなる。 
このソーシャル・キャピタルが犯罪の抑制とどう関わるのかについては、犯罪機会論（詳
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しくは、小宮, 2001, 2005）の観点から説明できる。特定の地域内のメンバーがしっかりと

したネットワークを結び、相互の信頼を維持しながら互酬性の規範に基づいて地域社会に

貢献しようとするならば、そこには地域に対する高い当事者意識と縄張り意識が生じるだ

ろう。これらの意識の高まりは、潜在的犯罪者にとっては犯罪機会が制限されることを意

味する。結果としてその地域での犯罪発生は抑制される。 
このように考えれば、上述のような現代社会の特徴は犯罪機会を増大させるものである

と結論づけられるかもしれない。地域内でのネットワークの弱体化、互酬性規範の低下、

相互の信頼の低下はいずれも地域に対する当事者意識や縄張り意識を低下させる可能性が

あるからである。そしてもしそうであれば、やはり現代社会においては治安の悪化は避け

られないということになる。 
 

橋渡し型ソーシャル・キャピタルの醸成による犯罪抑制の可能性 

しかしここで、ソーシャル・キャピタルを２つの下位類型で捉えようとする考え方に着

目すれば、現代社会における犯罪抑制の可能性が示唆される。２つの下位類型とは、結合

型ソーシャル・キャピタルと橋渡し型ソーシャル・キャピタルである。前者は、組織、社

会の内部における人と人の同質的な結びつきを土台に形成される。この結合型ソーシャ

ル・キャピタルの充実した社会には、同質の人々の間で強い対人ネットワークが築かれて

おり、相互の強い信頼感が形成され、困った時には助けてもらえるといった互酬性の規範

が存在する。かつての日本社会は、この種のソーシャル・キャピタルの充実していた社会

であり、それ故に犯罪機会が制限され、そのことが治安の高さの一因になっていたと考え

ることができる。 
これに対して、橋渡し型ソーシャル・キャピタルとは異なる組織間における異質な人や

組織の結びつきを土台に形成される。この種のソーシャル・キャピタルの充実した社会で

は、異質で多様な人たちが開放的な対人ネットワークを形成し、そこでは他者一般を信頼

し、自分が誰かを助ければ、助けた相手以外の誰かから助けてもらえることもあるという

一般化された互酬性の規範が形成されていると考えられている。そのため、そこでは異質

な人々が協調し互いに協力することによって、個人が結合型では得られなかった有効な情

報やサポートを得ることが可能になる。Patnum(2000)によれば、このような橋渡し型ソー

シャル・キャピタルが豊かになることで、人びとの社会参加が促進される効果が期待でき

るという。 
以上のようなソーシャル・キャピタルの２類型の観点から社会の変化を捉えるならば、

かつての社会は結合型ソーシャル・キャピタルの豊かな社会であり、現代社会はこの結合

型ソーシャル・キャピタルの特徴を失った社会であるということになる。そしてこのよう

な現代社会をかつてのような結合型ソーシャル・キャピタルの優位なものに戻すことをわ

れわれが拒否するとすれば、犯罪の抑制のために残された方向は橋渡し型のソーシャル・

キャピタルの醸成を図ることだということになるだろう。つまり、多様な価値観を持つ人

びとが集い、お互いの持つ情報を交換しあって一般化された互酬性規範に基づいて行動で

きるような機会が増すことで、人びとの社会一般に対する当事者意識を高めることができ

るならば、そこに犯罪の抑制効果が期待できるかもしれない（この点についてのより詳し

い議論は、小宮(2001)を参照のこと）。 
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事実、内閣府国民生活局(2003)による全国47都道府県民を対象とした調査の結果は、各

都道府県での人びとの社会参加の程度の指標であるボランティア活動行動者率と刑法犯認

知件数との間に有意な負の相関が認められることを示している。つまり社会参加に熱心な

市民のいる都道府県ほど犯罪が少ないのである。 
 
本論文の構成 

本論文の研究１では、この内閣府国民生活局(2003)の調査結果を基に、さらに次の４点

を考慮した分析を行う。第１に、ボランティア活動行動者率について、それが結合型ソー

シャル・キャピタルの表れとしてのものなのか、それとも橋渡し型ソーシャル・キャピタ

ルの現れとしてのものなのかを考慮した分析を行う。第２に、刑法犯認知件数を全体とし

て捉えるのではなく、包括罪種別に分類した上で、社会参加がそれぞれの罪種の抑制に及

ぼす効果を分析する。第３に、地域の信頼の程度を考慮する。第４に、都道府県の地域特

性の影響を統制する。都道府県の地域特性の影響を統制してもなお、信頼、ボランティア

活動行動者率といったソーシャル・キャピタル諸変数が刑法犯認知件数と関連することが

予測される。 
研究１で社会参加と犯罪抑制との関連を確認した後、研究２ではこの関連についてのよ

り詳細な過程を明らかにするため、さらに２つの点を検証する。まず第１に、人びとの社

会参加と治安維持活動との関連を検討する。第２に、地域ごとの社会参加特性と地域内住

民の治安維持活動の活発さとの関連を分析する。個人単位、地域単位いずれにおいても、

社会参加と治安維持活動との間に関連が認められることが予測される。 
 

研究１ 住民の社会参加の活発さと刑法犯認知件数との関連 

上述のように、内閣府国民生活局(2003)の調査は、各都道府県のボランティア活動行動

者率と刑法犯認知件数との間に負の関連が認められることを明らかにした。ここでは、こ

の内閣府の調査結果を基に、さらに以下の４点を考慮した分析を行う。 
第１に、ボランティア活動行動者率について、それが結合型ソーシャル・キャピタルの

表れとしてのものなのか、それとも橋渡し型ソーシャル・キャピタルの現れとしてのもの

なのかの区別を考慮した分析を行う。結合型ソーシャル・キャピタルの表れとしてのボラ

ンティア活動は、個人のすむ地域内での地縁的なつながりに基づく活動として捉えること

ができる。これに対して、橋渡し型ソーシャル・キャピタルの現れとしてのボランティア

活動は地域を越えた個々人のつながりを基に行われるものである。内閣府国民生活局

(2003)の調査では、ボランティア活動行動者率については、総務省統計局の「社会生活基

本調査2001」のデータを用いている。そしてその指標は、過去１年間の間に10種類のボラ

ンティア活動のうちいずれか１つだけでも行ったことがある人の割合を都道府県別に求め

たものである。そのため、この指標で捉えられるボランティア活動行動者が、地縁的な社

会参加の程度を示すものなのかそれとも地域を越えた社会参加を示すものなのかが判別で

きない。そのため、この結果からは刑法犯認知件数を抑制する効果を持つのが、どちらの

タイプのソーシャル・キャピタルなのかが分からない。 
そこで本研究では、この都道府県別のボランティア活動行動者率と、同じ内閣府国民生

活局(2003)の調査で測定されている都道府県別の「地縁的活動行動者率」を同時にパス解
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析に投入することで、ボランティア活動行動者率と刑法犯認知件数との関連における地縁

的活動行動者率の関連を統制する。この分析によって、ボランティア活動行動者率と刑法

犯認知件数との間に認められた関連は、地域を越えた社会参加と認知件数との関連をかな

りの程度反映したものになる。 
第２に、刑法犯認知件数を包括罪種別に指標化した上で、社会参加がそれぞれの罪種の

抑制に及ぼす効果を分析する。内閣府国民生活局(2003)の調査では、2001年の刑法犯全体

の認知件数（人口千人あたり）が分析に用いられている。しかし、刑法犯認知件数を全体

的なものとして捉えた場合、本研究の目的にとって必ずしも適切とは言えないものも含ま

れてしまう。本研究では、ソーシャル・キャピタルと犯罪機会論に依拠した分析を行う。

そのため、住民の社会参加が活性化することで犯罪機会が減少するような罪種のみを分析

対象とすることが必要であろう。こう考えた時、たとえば知能犯や風俗犯が地域住民の社

会参加の活発さと直接関連すると考えにくい。そこで本研究では、凶悪犯、粗暴犯、窃盗

犯の３罪種を取り上げることにした。なお、ここでは2004年度の刑法犯認知件数を分析対

象とした。 
第３に、地域の信頼の程度を考慮する。社会参加が人びとの間の信頼と互酬性規範を基

盤として企図されるものであるなら、都道府県レベルでの信頼や互酬性の水準が、ボラン

ティア活動行動者率と地縁的活動行動者率に影響する可能性がある。ただし、今回の分析

においては、都道府県レベルの互酬性の指標として適切なものが入手できなかったため、

信頼のみを扱う。 
第４に、都道府県の地域特性の影響を統制する。都道府県の地域特性が社会参加と犯罪

発生率を同時に規定しているとすれば、両者の間に関連が見いだされたとしても、それは

疑似相関に過ぎないという代替説明が可能である。この代替説明を排除するため、各都道

府県の第１次産業従事者率と第３次産業従事者率を統制変数とした分析を行う。 
 

【方法】 
分析データの概要 

 内閣府国民生活局（2003）に記載されている都道府県別のデータとJGSS-2003 iのデー

タを各都道府県別に集計し用いた。分析に用いた項目は以下のとおりである。 
ソーシャル・キャピタル変数 

都道府県民の全体的な社会活動の活発さの指標としてボランティア活動行動者率（総務

省統計局,2001）を、地縁的な活動の活発さの指標として地縁的活動者率（内閣府国民生活

局, 2003）を、それぞれ用いた。 
犯罪変数 
統計データ・ポータルサイト iiより、2004年の凶悪犯認知件数、粗暴犯認知件数、窃盗

犯認知件数データを取得し、各都道府県の人口で除した値を用いた。 
信頼 

 JGSS-2003の結果よりデータを取得した。 
 
地域特性変数 

2000年の国勢調査結果を基に、第一次産業従事者率、第三次産業従事者率を算出した。 
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【結果】 

各変数の関連を構造方程式モデリングを用いたパス解析により検討した(Figure 1)。
Figure 1 において、実線の矢印はそのパス係数が有意であることを、破線の矢印はそのパ

ス係数が有意傾向にあることをそれぞれ示している。 
Figure １から、まず、ボランティア活動行動者率が３罪種全てに負の関連を持つことが

分かる。これに対して、地縁的活動行動者率は粗暴犯とのみ負の関連を持つ傾向にある。

なお、これら２つの変数間には中程度の相関が認められている。 
また、第１次産業従事者率から３罪種認知件数全てに負のパスが認められており、一方、

第３次産業従事者率は２種類の社会参加に対して負の関連を持っていることが分かる。さ

らに、一般的信頼は各犯罪認知件数に直接的な関連を示さず、ボランティア活動行動者率

にのみ関連している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note.    : p < .10,       : p < .05

第一次産業

従事者率 

第三次産業

従事者率 

地縁的 

活動者率

ボランティア

活動者率 

窃盗犯認知件数 

粗暴犯認知件数 

凶悪犯認知件数 

e3 

e4 

e5 -.36 

-.43 

-.60 

-.45 

-.35 

-.53 

-.45 

-.59 

e1 

e2 
.50

.33

.31

.67
一般的信頼 

.18 

-.17 

-.28 

Figure 1  
全国都道府県の第一次・第三次産業従事者率と SC 変数ならびに包括罪種認知件数との関連につい

てのパス解析結果 

Figure 1 全国 47 都道府県の第１次、第３次産業従事者率とソーシャル・キャピタル変数

ならびに包括罪種認知件数との関連についてのパス解析結果 

 

【考察】 

分析の結果は、ソーシャル・キャピタルの充実している都道府県では３罪種ともに認知

件数が低いことを示している。特に興味深い結果は、ボランティア活動行動者率と地縁的

活動行動者率との間に中程度の関連が認められ、地縁的活動者率の３罪種認知件数への影

響を統制してもなお、ボランティア活動行動者率が３罪種に対して有意な負の関連を示し

ていることである。このことは、地域を越えたボランティア活動が活発であることが、都

道府県単位の刑法犯認知件数を抑制する効果を持つ可能性を示唆している。現代社会にお

ける橋渡し型ソーシャル・キャピタルの重要性を示す結果であるといえる。 
また、本研究の結果は、ボランティア活動行動者率と刑法犯認知件数との関連について

の代替説明を退けるものである。ここで代替説明とは、ボランティア活動行動者率と刑法

犯認知件数との間に見られる関連は疑似相関に過ぎないというものである。より具体的に

述べれば、都市化が進んだ地域ほどボランティア活動行動者率が低く、かつそのような地

域ほど犯罪が多いのであって、ボランティア活動の活発さと犯罪との間に直接的な関係は

ないという説明である。しかし本研究の結果は、ボランティア活動行動者率の３罪種それ
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ぞれの認知件数へのパス係数が、各都道府県の第１次産業従事者率の影響を統制してもな

お有意なまま維持されることを示している。この結果は、ボランティア活動行動者率と刑

法犯認知件数との間に直接的な関連のある可能性を強く示唆している。 
以上のように、研究１では都道府県単位の住民の社会参加と犯罪抑制との関連を確認し

た。続く研究２では、これらの関連性についてより詳細な過程を明らかにするため、さら

に２つの点を検証する。まず第１に、人びとの社会参加と治安維持活動との関連を検討す

る。すでに述べたように、研究１で分析に用いたボランティア活動行動者率は、10種類の

ボランティア活動のうちいずれか１つでも行ったことのある人の比率である。この比率が

高いことが、刑法犯認知件数の抑制につながっているとすれば、そこには犯罪抑制に向け

ての何らかの具体的な活動が介在している可能性がある。この可能性を検討するため、大

規模サンプルを対象とした社会調査データの分析によって、個々人の地域内での社会参加

と地域を越えた社会参加のそれぞれが各人の治安維持活動への積極性とどう関連するのか

を分析する。第２に、地域ごとの社会参加特性と地域内住民の治安維持活動の活発さとの

関連を分析する。市町を単位とした場合の地域内活動と地域間活動の活発さが、市町民の

治安維持活動の活性化を促しているかどうかを検討する。 

 
研究２ 住民の社会参加と治安維持活動との関連 

研究 1 より、ソーシャル・キャピタルが犯罪抑制効果を持つことが示唆された。では、

なぜソーシャル・キャピタルの豊かさが犯罪抑制につながるのだろうか。この点について

考える時に有益な枠組みとなるのが割れ窓理論（Kelling, 2004）である。この理論におけ

る「割れ窓」とは、地域への侵入をゆるさないという心理的バリアである縄張り意識と、

犯罪の発生を自分自身の問題として捉えるという心理的視界である当事者意識の低い場所

を象徴するものである。割れた窓ガラスが放置されているような場所では、縄張り意識が

感じられないため、潜在的犯罪者はそこに容易に立ち入ることができる。また、そのよう

な場所には住民の当事者意識が感じられないため「見つかっても通報されないだろう」と

いう意識が生じ、やはり潜在的犯罪者は犯罪に着手する。 
これらのことを逆に捉えれば、地域住民の自らの地域に対する縄張り意識と当事者意識

を高めることができれば、犯罪発生を抑制できる可能性があると言える。具体的には、警

察官によるパトロールの強化や地域における治安維持活動などの効果が指摘できる。特に、

地域住民が治安維持活動に対して積極的であれば、それは地域住民の縄張り意識の高さを

示すものとなろう。さらに、活動を行う側の地域住民にとっては、それを通じて当事者意

識が高まり、犯罪の抑制に向けての種々の行動が促されることになろう。 
では、住民の治安維持活動への積極性を高める要因にはどのようなものが考えられるの

だろうか。ソーシャル・キャピタル論の観点からは、所属地域内での活動（地縁的活動）

や所属地域を越えた活動（地域間活動）の活発さが重要な要因となると考えることができ

る。地縁的活動の活発さはその地域が持つソーシャル・キャピタルの反映であると考えら

れており、それは地域内での協調行動を促す効果を持つ（e. g., Putnam, 2000; 内閣府国

民生活局, 2003; 内閣府, 2004）。また、地域を越えた活動は、地域内への当事者意識を超

えたより広い社会への当事者意識を高め、それはひるがえって地域内での活動を見直し、

より適切なものへと変化させるきっかけとなろう（内閣府国民生活局, 2003; Lin, 2001）。 
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以上の考察に基づき、ここでは、人びとの地縁的活動と地域間活動が個々人の治安維持

活動に及ぼす効果と、市町を単位とした場合の地域内でのこれらの活動の活発さが市町民

の治安維持活動に及ぼす効果を検討する。個人レベルにおいても市町レベルにおいても、

地域内活動と地域間活動の活発さが、治安維持活動への積極性を高める効果を持つことが

予測される。なお、これら諸変数の関連の検討に加えて、ソーシャル・キャピタル論の観

点から、個人の一般的信頼と個別的信頼、ネットワークの多様性の影響についても併せて

検討する。 
 

【方法】 

調査時期 

 平成 18 年 1 月中旬。 
調査対象  

広島県内運転免許センターおよび、県内の 22 の警察署の窓口に運転免許更新手続きに

訪れた人を対象に無記名の質問紙調査を実施した。 終的な分析対象者は 2483 名（男性

1301 名、女性 1182 名）である。 
分析利用項目 

 地縁的活動への参加：地縁的な活動（町内会・自治会や子ども会、老人クラブ、青年団、

消防団など）の程度を尋ねた。 
地域間活動への参加：住居地域を越えて、他の地域の人たちと一緒に活動する、ボラン

ティア・NPO・市民活動（まちづくり、高齢者・障害者福祉や子育て、スポーツ指導、美

化、防犯、防災、環境、国際協力、提言活動など）の程度を尋ねた。 
これら２つの変数については、いずれも「1：活動していない」～「7：週に 4 日以上活

動している」の 7 件法で回答を求めた。 
地域内治安維持活動項目：地域内での治安維持活動を 11 項目あげ（防犯パトロール、子

どもの保護・誘導（通学路での子どもの見守り）、防犯広報・キャンペーン、防犯指導・診

断、危険場所の点検、環境浄化（落書きを消す、清掃活動等）、地域安全マップづくり、防

犯チラシの作成・配布・回覧、一家一点灯運動、地域ぐるみのあいさつ運動、防災活動）、

現在取組んでいるもの全てに○印をつけるよう求めた。レンジは 0～11 である。 
一般的信頼：「ほとんどの人は信頼できる」という項目に対して「そう思う（１点）」か

ら「そう思わない（５点）」までの５件法で回答を求めた。 

個別的信頼：「初対面の人よりも、昔からの知り合いや友人・知人の方が、比べものにな

らないくらい信頼できる」という項目に対して「そう思う（１点）」から「そう思わない（５

点）」までの５件法で回答を求めた。 

なお、これら２つの信頼性得点の分析では、「そう思う」ほど得点が高くなるようリコー

ドした値を用いた。 

ネットワークの多様性：ポジションジェネレーターを用いた。15 種類の職業をあげ、回

答者の親戚や知り合いの中にそれぞれの職業に就いている人がいるかどうかを男女別に尋

ねた。男女いずれか、あるいは双方において「いる」と答えた職業の数を数え、それをネ

ットワークの多様性を示すものとして用いた。レンジは 0～15 である。 
住居地域：現在住んでいる地域を市町単位で尋ねた。 
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【結果】 

分析対象者の特徴 

 年齢構成を Table 1 に示した。 
 

Table 1 分析対象者の年齢構成 
19歳以下 20代 30代 40代

度数 10 405 433 548

% 0.4 16.3 17.4 22.1

50代 60代 70代 80代

度数 612 392 76 7

% 24.6 15.8 3.1 0.3

 
 
 
 
 

 

予測の検証 

１ 個人レベルのソーシャル・キャピタル諸変数が治安維持活動に及ぼす影響の分析 
地域内治安維持活動項目について分布の偏りがみられたため、得点をリコードし、「0：

全く行っていない」、「1：1 つだけ実施」、「2：2 つ実施」、「3：3 つ以上実施」とした。リ

コードした変数を用いたパス解析の結果を Figure 2 に示す。図中、実線の矢印はそのパス

計数が有意であることを示し、矢印のない変数間には有意なパスが認められないことをそ

れぞれ意味する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般的信頼 

.28 

地縁的活動

地域間活動

.04 

.05 

.12 

.13 

ネットワー

クの多様性

.09 

e1

e2 

e3

.17 

.17 

.42 

.17

.33 

治安維持活動

個別的信頼 
e４

Figure 2 個人レベルでのソーシャル・キャピタル諸変数が治安維持活動への積極性に及

ぼす効果についてのパス解析の結果 

 
Figure 2 より、地縁的活動、地域間活動にかかわらず社会参加に対して積極的な人ほど

治安維持活動にも熱心であることが分かる。また、ネットワークの多様性も治安維持活動

に対して正の関連を示している。 地縁的な、あるいは地域を越えての人的なネットワーク

の構築が犯罪抑制に向けての人びとの取り組みを促進することが示唆される。 
 さらに、そのような人的ネットワークの充実にとって、一般的信頼の高さが重要な要因
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になることも示されている。一般的信頼の高さは地縁的活動、地域間活動、ネットワーク

の多様性のいずれに対しても正の関連を示している。この一般的信頼の程度と治安維持活

動との間の直接的な相関はr = .08(p<.001)と有意であるが、地縁的活動、地域間活動、ネ

ットワークの多様性を仲介させると、この相関は有意ではなくなる。このことは、個人の

一般的信頼が、社会参加とネットワークの多様性を仲介して治安維持活動への積極性を高

めていることを示唆している。なお、個別的信頼はネットワークの多様性にのみ正の関連

を示しており、また治安維持活動との直接の相関は有意ではない(r = .02, n.s)ことから、個

別的信頼と治安維持活動との間には、一般的信頼の場合のような仲介プロセスは認められ

ないと言える。 
 
２ 地域レベルのソーシャル・キャピタル変数が治安維持活動に及ぼす影響 

続いて、地域を単位とした社会参加の程度が、地域住民の治安維持活動にどのように影

響するかを検討するため次のような分析を行った。まず、地縁的活動、地域間活動それぞ

れへの参加の程度について、住居地域 20 市町での平均値を算出した。そして、市町レベ

ルにおいて、それぞれの参加の程度の高低を中央値折半法により決定した。そして、地縁

的活動への参加（2：高・低）×地域間活動への参加（2：高・低）の 4 群に分類した。た

だし、地縁的活動への参加の程度が低く、地域間活動への参加の程度の高い地域のサンプ

ル数だけが他と比較して極端に少なかった( n = 57 )ため、後の分析はこの地域のサンプル

を除外して行った。つまり、地縁的活動、地域間活動ともに低調な地域( n = 1595 )、地縁

的活動は活発だが地域間活動は低調な地域( n = 382 )、双方の活動ともに活発な地域( n = 
449 )の３群間で治安維持活動の活発さを比較した。 

居住地域群を独立変数、地域住民個人の治安維持活動得点を従属変数とする１要因分散

分析を行ったところ、群間に有意な差が認められた( F (2, 2423) = 5.41, p < .01 )。そこで

下位検定(Bonferroni検定)を行ったところ、地縁的活動、地域間活動ともに低い市町(M 
= .51)と双方ともに高い地域(M = .67)との間に有意な差が認められた(p < .01)。地縁的活動

の水準が高く、地域間活動の水準の低い地域(M = .60)と他の２群の地域との間には、いず

れも有意な差は認められなかった。 
 

【考察】 
予測は支持された。まず、個人レベルで見た時、地縁的活動への参加、地域間活動への

参加のそれぞれに熱心に取り組んでいる住民ほど、地域内での治安維持活動にも熱心であ

ることが明らかとなった。また、ネットワークの多様性も治安維持活動に対して正の関連

を示していた。さらに、これら３つの変数に対して、一般的信頼が有意な関連を示し、こ

れら３変数を仲介する形で治安維持活動への積極性を高めるという、一連の影響過程の存

在が示された。 
これらの結果は、ソーシャル・キャピタル論の枠組みから治安維持活動の活性化要因を

探ろうとするアプローチの妥当性を示している。一般的信頼が高い個人は、地縁的、地域

間にかかわらず積極的に社会参加活動を行い、また多様なネットワークを構築する。そし

てそれら社会活動やネットワークのあり方が、個人を治安維持に動機づける要因となる。

これらの知見は、ソーシャル・キャピタルが共通の目標に向けての社会組織の協調行動を
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導くという Patnum(2000)の主張を支持するものであるといえる。 
さらに、地域単位で見た場合でも、住民の社会参加は個人の治安維持活動への積極性を

左右することが示された。地縁的活動、地域間活動ともに低調な地域に住む住民が も治

安維持活動を行っていなかったのである。この結果もまた、ソーシャル・キャピタル論か

らの治安維持活動へのアプローチの妥当性を示している。社会参加に関する地域の規範や

風土のあり方が、そこに住む人びとの地域への当事者意識を左右することが示唆される。 
 

【総合考察】 

本研究は、ソーシャル・キャピタル論と犯罪機会論の枠組みから、人びとの社会参加が

犯罪抑制に及ぼす効果を検証した。得られた結果のうち、特に興味深い２つの点について

述べておきたい。 
第１に、本研究の結果は、現代社会における犯罪抑制に対する橋渡し型ソーシャル・キ

ャピタルの有効性を強く示唆している。研究１では、全国 47 都道府県のそれぞれを分析

単位として、各都道府県の社会参加のあり方と刑法犯認知件数との関連を検討した。その

結果、居住地域内に閉じた社会参加よりもむしろ、地域を超えた社会参加の方が、集合的

な変数としての刑法犯認知件数と強く関連していることが見いだされた。また、研究２で

は個人の治安維持活動への積極性に対して、ソーシャル・キャピタルの下位要素である信

頼とネットワークが密接な影響を及ぼしていることが見いだされた。特に、個別的信頼よ

りも一般的信頼の重要性が確認されたこと、ネットワークの多様性の治安維持活動への効

果が見いだされたことは、上述の都道府県を単位とした分析結果と考え合わせると、興味

深い示唆を提供する。それは、他者一般に対する信頼に基づく弱い紐帯(Granovetter, 
1973）の形成を志向することの方が、地域内での閉じたネットワークの中で強い紐帯を維

持することよりも、犯罪の抑制に対して効果的である可能性があるということである。

初に述べたように、現代社会をかつてのような結合型ソーシャル・キャピタルの優位なも

のに戻すことをわれわれが拒否するのならば、犯罪の抑制のために残された方向は橋渡し

型のソーシャル・キャピタルの醸成を図ることであるということになろう。分析の結果は、

この主張の妥当性を支持するものであると言える。 
興味深い第２の点は、地域を単位とした場合の社会参加のあり方が地域住民個人の治安

維持活動への参加を促す効果が認められた点である。本研究では、ソーシャル・キャピタ

ル論に立脚しながらも、その重要な下位要素の１つである社会規範の影響については直接

的な分析を行っていない。しかし、研究２の市町単位の分析の結果は、地域における社会

規範の重要性を強く示唆している。分析の結果は、地縁的活動、地域間活動ともに低調な

市町の住民と比較して、双方の活動が活発な市町の住民が有意に高い治安維持活動を行っ

ていることを示していた。地域住民の社会参加の活発さはその地域における互酬性規範の

高さの現れであり、同時に社会参加の活発さが地域住民の互酬性規範を高めるという双方

向の影響過程が想定できる。そのような地域の風土が、人々の地域や社会全体への当事者

意識を高める結果として、治安維持活動が活発に行われることになると考えることができ

る。 
以上のように、本研究では、ソーシャル・キャピタルの醸成が犯罪抑制効果を持つこと

を実証的に確認してきた。しかし、今回得られた結果については、慎重に議論すべきいく
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つかの点があることを指摘しておかなければならない。まず、因果関係の問題がある。と

りわけ、研究２で扱ったデータは、１回限りの横断的な調査デザインで収集されたもので

あり、ソーシャル・キャピタル諸変数と治安維持活動との関連はあくまでも相関関係に過

ぎない。そのため、ソーシャル・キャピタルが治安維持活動を高めたのではなく、治安維

持活動がソーシャル・キャピタルを高めたという逆因果関係が想定される可能性もある。

より具体的に述べれば、治安の悪化によって地域住民の治安維持に向けての動機づけが高

まり、それが地域の一体感を高めることを通じて住民の社会参加が活性化したという一連

の過程を想定することも可能である。 
しかし、研究１の結果と補助的な分析の結果から、このような逆の因果関係の可能性は

低いと結論づけることができる。なぜならば、もしこのような逆の因果関係があるとすれ

ば、刑法犯認知件数と社会参加の程度、治安維持活動得点との間には、それぞれ正の相関

が見いだされるはずである。しかし、研究１の結果は社会参加と刑法犯認知件数との間に

負の関連があることを示しており、また、研究２のデータを用いて地域ごとの治安維持活

動の程度と刑法犯認知件数との相関を調べたところ、r = -.48 と有意な負の相関が認められ

ている。これらのことから、研究２の結果はソーシャル・キャピタルが治安維持活動を高

めるという因果の方向を示すものであると主張することには一定の妥当性があるといえる

だろう。もちろん、より確かな因果関係の確認のためには、縦断的なデザインによる調査

が必要である。 
また、結果の一般化についても慎重でなければならないだろう。特に研究２で得られた

結果は１つの県の住民を対象としたものに過ぎない。ここで見いだされた結果が他の都道

府県でも追証されるかどうか確認する必要がある。今後の研究においては、複数の都道府

県を対象とした調査が必要である。 
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Ⅰ．はじめに 
 広島県では、県民・事業者・行政等が一体となった「犯罪の起こりにくい町づくり」を

県内全域で効果的に進めるため、平成 14年春から「『減らそう犯罪』広島県民総ぐるみ運

動」を展開していたが、さらに運動の大きな推進力として，平成 15年 1月 1日に「『減ら

そう犯罪』ひろしま安全なまちづくり推進条例」が施行された。推進体制の整備が謳われ

ているこの条例と連動して、同年2月には、知事を会長とする、「減らそう犯罪」推進会議

の設立総会が開催され、平成14年の刑法犯認知件数約6万件を基準に、平成15年からの3

年間で犯罪を30％減少させるという数値目標が策定された。また、広島市でも、平成16年

7月に施行した「広島市安全なまちづくり推進条例」によって、広島市安全なまちづくり推
進協議会が設置された。こうした流れの中、広島県と広島市の共同事業として、広島市安

佐南区を、「減らそう犯罪」の住民・行政・警察協働モデル事業のモデル地区として指定し、
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県と市がそれぞれ負担金を支出し、様々な意見が反映されうる任意の協議会組織を立ち上

げ、平成 16年度・17年度の 2年間、事業展開を行うこととなった1。 
そして、平成 17年度には、広島県警察と広島大学が連携し、犯罪の起こりにくいまちづくり
に向けた総合対策に関する研究を行うこととなった2。本稿は、その研究の一環として、特に安

佐南区防犯モデル事業3に対して、学問府の立場として、客観的・相対的視点から検討を行った

成果の一部である4。以下では、まず、犯罪予防論の置かれた学問的位置づけと問題点を確認し、

次に、従来行われている環境犯罪学および犯罪予防活動の問題点や批判的見解を踏まえ、安佐南

区モデル事業および「減らそう犯罪」運動を総合的に評価する。最後に、課題および展望を含め

て総括してみよう。 
 
Ⅱ．犯罪予防論をめぐる理論的状況 
 （１）総説 
 これまで環境犯罪学の台頭に関連して繰り返し述べられてきたことではあるが、伝統的に、犯

罪予防について、刑事法学では大きな関心が払われてこなかった。規範学である刑法学・刑事訴

訟法学では、「実行の着手」5や「捜査の端緒」といった概念を起点に、とりわけ国民の自由権保

                                                   
1 この活動の結果、広島県内の刑法犯認知件数は、平成 14年対比で 37.7％の減、モデル地
区の安佐南区では同年対比 40.6％の減を達成した。広島県と広島市では、平成 18年度以
降も「減らそう犯罪推進事業」を展開している。 

2 内山田邦夫「広島大学における共同研究と特別講座について」警察学論集第 58巻第 7号
参照。 

3 具体的内容については、「減らそう犯罪」安佐南区まちづくり協議会編「『減らそう犯罪』
住民・行政・警察協働モデル事業のあゆみ」参照。 

4 既に、広島県警と広島大学との共同研究発表大会として、平成 18年 5月 20日に「『減ら
そう犯罪』“ええまち広島４つの視点”シンポジウム」

(http://www.police.pref.hiroshima.jp/041/herasou/univ2.html)を開催している。また、
荻野太司「犯罪予防論の現代的展開（一）－ニュージーランドにおける取組みを中心に

－」広島法学第３０巻第１号（以下、荻野・「犯罪予防論（１）」とする）、同「犯罪予防

論の現代的展開（二・完）－ニュージーランドにおける取組みを中心に－」広島法学第

３０巻第２号（以下、荻野・「犯罪予防論（２）」とする）、Nobuhito YOSHINAKA, Crime 
Prevention in Japan: The Significance, Scope, and Limits of Environmental 
Criminology, The Hiroshima Law Journal, Vol.30 No 2, Oct. 2006, 参照。また、道岡知
美「地域防犯活動に関する一考察‐広島市安佐南区青少年健全育成部会を題材として‐」

（平成 17年広島大学法学部学士論文）からも示唆を得た。なお本研究には、多くの方々
の協力を頂いたが、共同研究者の荻野太司氏（広島大学大学院社会科学研究科博士課程

後期院生）を始め、マヌカウ・プロジェクト調査では、オークランド大学留学中の寺原

邦宏氏（広島大学大学院社会科学研究科博士課程前期院生〔当時〕）ならびに Nick Judd
氏には誠にお世話になった。記して感謝申し上げる。本稿では、紙幅の関係でニュージ

ーランドの状況については最小限の言及に留めざるを得ないが（これについては前掲の

荻野論文を参照されたい）、これらの成果を踏まえながらも、できるだけ屋上屋を架さな

いよう努めた。市民的犯罪予防活動に批判的な見解も視野に収めながら、さらにこれら

を総括してみたい。 
5 もちろん、予備や陰謀等については別論であるし、刑法学上は「実行の着手」概念じたい
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障という視角から、公権力の干渉・介入を極力制限する理論的枠組みを明確にしていたし、刑事

法における総合学である刑事政策学においてさえ、通常その目的に犯罪の予防・鎮圧をあげるも

のの、重点は犯罪者処遇論等であって、「前犯罪的」な問題については、保安処分の問題として

取り上げる程度にすぎなかった6。ところが、1990年代以降、欧米の刑事思潮は、「犯罪予防論

の時代」に突入したといわれ7、刑事政策学における犯罪予防論の重要性は今日、飛躍的に高ま

ってきた8。その背景として、刑事政策学の内部から、現実の犯罪現象に対する従来の犯罪学な

いし刑事司法制度の無力さがしばしば指摘されてきたが、そのディシプリンのいわば外側からも、

傾聴すべき批判が加えられてきたことも看過すべきではない。 
 その重要な一つが、「社会安全政策(Community Safety Policy)」論である。社会安全政策論は、

犯罪現象を中心に、特にコストと正義の観点から個人と社会の安全を図る政策のあり方を検討す

るもので、伝統的な刑事法学ないし刑事政策学的アプロウチを、コスト意識を欠落したものとし

て批判し、便益（機会費用、効用逓減）、最大効用といった合理性を重んじる経済学的アプロウ

チと、行政の効率的な運営と市民による統制のあり方を探求する行政学の視点の重要性を指摘し

た9。このような「コスト意識に欠ける」といった思考に対しては、おそらく刑事法学の側から

は、逆に「人権意識に欠ける」といった反批判が行われるであろうし、ドイツにおいて誕生した

刑事政策学の歴史的背景や意義を顧慮する必要性も指摘されるであろう。また、犯罪学からは、

犯罪をアプリオリに悪として、ただこれに対処すべしとする短絡的で現実的なパラダイムは、デ

ュルケイム的犯罪観の等閑視という契機はさておくとしても、少なくともラベリング理論を一顧

だにせず、犯罪の構成的側面に対してあまりにも楽観視した議論であるとの批判が加えられるで

あろう。 
 しかし、それにも拘わらず、従来の刑事法学ないし刑事政策学が、社会安全政策の指摘するコ

スト問題、さらには犯罪リスクの低減というマネジメント感覚について十分顧慮してこなかった

ことは事実といわざるを得ず、無責任な理念の鼓舞、そして、「あってはならない」式のステレ

オタイプなスローガンの連呼などは、現実の犯罪政策にいかほどの影響も与えず、結局は無力で

                                                                                                                                                     
についての理論的展開もあり、実行行為概念消滅の危機が指摘されている。刑法雑誌第

45巻第 2号(2006)の特集を参照。なお、N.Yoshinaka, op.cit., p.27 参照。 
6 ただ、保安処分も司法処分であって、いわば行政の問題としての犯罪予防は射程外であっ
たといってよい。N.Yoshinaka, op.cit., pp.30-31 参照。 

7 加藤久雄・瀬川晃編『刑事政策』44頁（青林書院、1998） 
8 これは、主に英米の先駆的研究をわが国に紹介した、瀬川晃と守山正の寄与によるところ
が大きい。本稿もこれら先学の業績に負うものである。筆者は、フランス・リヨン第Ⅲ

大学大学院留学中に、指導教官であった三宅孝之先生の御紹介で、1992年両教授が在外
研究中のケンブリッジ大学犯罪学研究所を訪問し、大きな示唆を受けた。そして、当時

まだわが国ではほとんど論じられていなかった状況的犯罪予防に関する文献に同図書館

で出会うこともできた。その関係もあり、僅かではあるがフランスの社会的犯罪予防に

ついてイギリスの視点から論じたことがあった（拙稿「フランス少年司法の比較法的考

察‐英米法国の視点‐」一橋論叢 116巻 1号参照）。いらいイギリス刑事政策への興味を
保ち今日まで未熟な研究を続けることができた。この場をお借りして感謝申し上げたい。 

9 田村正博「社会安全政策の手法と理論１」警察政策研究第８号（2004）8-9頁 
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無責任な結果に終わってしまっていたことは、虚心に認めざるを得ないところである10。例えば、

間違いなく刑事政策の課題である筈の刑務所民営化の問題でさえ、従来の刑事政策学的方法論が

十分その役割を果たしてきたとはいいがたいのである。理念はその実現や実践がなければ、正に

絵に描いた餅にすぎない。人権を顧慮し、コスト問題にも配慮したあるべき刑事政策を実現する

ためには、規範的な理念の連呼ではなく、そこをゴールとしつつ、適切な批判を受け入れた現実

的方策が求められる。そのような意味で、伝統的な犯罪学や刑事政策の軛から解き放たれた、環

境犯罪学ないし状況的犯罪予防論のパラダイムを、社会安全政策論が取り込んで活用してきたこ

とにはそれなりの理由があるだろう。 
 こうして、刑事政策学内部の進展や社会安全政策論の台頭に指導されて、今日、犯罪予防論は

大きく発展してきたが、その分類等については、若干の錯綜もあり、これを少し整理しておこう。 
 
 （２）犯罪予防論のモデル11 
 犯罪予防論のモデル化は、既に、1967年、リジンスが、刑罰予防、矯正予防、機械予防とい

う分類を行っていたが12、1976年のブランティンガムとファーストが、予防医学の段階化とパラ

レルに対応させ、第１次段階（犯罪機会を提供する物理的環境の諸条件を検討する）、第２次段

階（潜在的な傾向をもつ者を早期に発見してその生活に介入する）、そして第３次段階（犯罪を

行った者の社会復帰・治療を検討する）までの予防論を整理した頃から新しい展開をみせはじめ

る13。そして、トンリーとファーリントンは、法執行モデル、発達モデル、コミュニティ・モデ

ル、状況モデルの４つの犯罪予防戦略を提示している14。わが国でも、この分類を基に、発達的

犯罪予防と状況的犯罪予防を並列させる見解も存在する15。しかしながら、その中身を検討して

みると、法執行モデルとは、従来刑法学や刑事政策の分野で論じられてきた刑罰論に関連する、

主として犯罪後の再犯予防をめぐる議論であり、また、発達モデルとは、伝統的犯罪（原因）学

がむしろ対象としてきた領域に属する問題である16。従って、犯罪予防論の現代的意義において

その中心となるのは、後２者のコミュニティ・モデルと状況モデルにあるといってよい。前２者

も確かに予防論ではあるものの、犯罪現象に対するパラダイムはむしろ因果論的であって、後２

者とは一線を画すると言わねばならない。そして、発達モデルの一部とコミュニティ・モデルは、

                                                   
10 これについて、田村・前掲注(8)・10頁参照。 
11 瀬川晃『犯罪学』（成文堂、1998）334,335頁によれば、犯罪予防のアプローチには、①
状況的犯罪予防論を軸としたアプローチ、②コミュニティ犯罪予防を軸としたアプロー

チ、コミュニティ・ポリシングを軸としたアプローチの３種類がある。 
12 P. Lejins, ‘’The field of Prevention”, Amos and Wellford(eds), Delinquency 

Prevention: Theory and Practice (Prentice-Hall, 1967) pp.3-5 
13 P.J. Brantingham and F.L. Faust, A Conceptual Model of Crime Prevention, Crime 

and Delinquency vol. 22, 1976, p.299 
14 守山正「犯罪予防論の現代的意義‐環境犯罪学の展開‐」犯罪と非行 No.135 (2003)8頁
以下参照 

15 原田豊＝四方光「犯罪予防論の動向：発達的犯罪予防と状況的犯罪予防」警察学論集第
59巻第 6号 69頁以下 

16 ここには、ライフコース理論の影響も看取される。また世界の犯罪学全てがいわゆる統
合理論によってパラダイムシフトしたわけではないので、ここでは伝統的立場に従う。 
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むしろ一般には社会的犯罪予防論として論じられることが多く、これを状況的犯罪予防論と併置

するのが論理的であろう17。 
 一方、刑事法学的発想からは、前述のように、犯罪の発生（行為者の客観的行為ないし行態と

それを犯罪と思料する捜査官の行為）を分水嶺として犯罪予防を論ずることが、国民の自由権保

障との関係で分かりやすい。そこで、まず、犯罪予防論を、「犯罪前モデル(ante-delictum  

model)」と、「犯罪後モデル(post-delictum  model)」とに分け、後者については、伝統的な刑

罰抑止との関係として議論し、前者を社会的犯罪予防と状況的犯罪予防とに分けるのが便宜であ

ろう18。これは、環境犯罪学的アプロウチが、「行政犯罪学(administrative criminology)」と

呼ばれることからも整合的に理解可能である19。 

 

 （３）犯罪予防論の展開 

 近年、特に医療を中心に、「科学的根拠に基づく政策(Evidence-Based Policy)」の重要性が叫

ばれ、「科学的根拠に基づく医療(EBM=Evidence-Based Medicine)」が台頭しているが、犯罪予防

論においても、2002年に、シャーマンやファーリントン等が、『科学的根拠に基づく犯罪予防

(Evidence-Based Crime Prevention)』を著すなど、不確定要素の多い犯罪予防政策を、科学的

にも合理性を有する方向に導こうとする傾向がある20。こうした視点から、英米圏を中心に、様々

な犯罪予防対策の評価研究が行われており、わが国でも既に、インターネットを活用した「キャ

ンベル共同計画」等について紹介されている21。このような傾向は、犯罪政策が、ともすれば逸

話的証拠 (anecdotal evidence) に依拠したり、また、流行のトレンドに流されたりし易いこと

や、政治的イデオロギーが直接的に反映されがちなこと、等を顧慮すると、基本的には歓迎すべ

きことである。 

しかし、以下の４点においては注意が必要である。１つは、犯罪現象および犯罪予防は、実は

極めてローカルな側面を有しており、「根拠に基づいて」得られたある知見は、一定の法律制度

や文化、国民性等を基にしたものに過ぎないという点である。つまり、欧米で有効と評価された

手法や施策が、わが国においても同様に有効であるとの保障は、当然ながらまったくないといっ

てよいだろう。その意味で、わが国における独自の厳密で科学的な犯罪対策の効果分析が必要で

あるとの主張は正当である
22
。２つめとして、犯罪予防活動の評価が行政によって行われる場合、

                                                   
17 守山正「犯罪予防をめぐる「状況」モデルと「社会」モデル」犯罪社会学研究第 18巻(1993)
は、こうした問題に関する先駆的な紹介である。 

18 N.Yoshinaka, op.cit., p.30-31 
19 守山正「環境犯罪学の倫理」所一彦他編『犯罪の被害とその修復』197頁（敬文堂、2002）
および守山・前掲注(11)・16頁参照。この用語の二義性については、N.Yoshinaka, op.cit., 
p.31 を見よ。 

20 L.W. Sherman, D.P. Farrington, et al., Evidence-Based Crime Prevention, Routledge, 
2002 ここでは、600を超える犯罪予防施策の科学的検証を紹介し、何が機能し、何が機
能していないか、また、犯罪予防にとって、何が将来見込みあるのかを探っている。 

21 原田豊＝四方光・前掲注(12)・92頁以下 
22 原田豊＝四方光・前掲注(12)・94頁 
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それが後追い的な施策の正当化に繋がってしまう危険性である
23
。科学的な装いを備えるだけに、

この点むしろ警戒が必要であるし、中立的な立場から十分な客観性が担保されなければならない

といえるだろう。３つめは、より根本的な問題であるが、こうした評価研究には、おのずから限

界があり、他のファクターが完全にコントロールされた純粋な実験というのは、社会科学ではも

とより不可能である、という点である。この点を見誤ると、「科学的」という言葉からかえって

大きな過ちがもたらされる危険性も高い。また、逐一完全に実証されなければ採用できないとな

ると、逆に現実的な対応がとれないこともあるだろう。だからといって、逸話的証拠のレベルで

良いわけではないが、経験的にある程度の有効性が妥当している手法に関しては、チェックやフ

ィードバックを行いながら果敢に採用していく場合があってもよいと考えられる。 

最後に、これが、極端な数値目標等、成果主義(performance culture)を強調することに繋が

った場合、結果の出やすく検証しやすい業務にのみ焦点が合わされ、また、目標が自己目的化し、

結果の見えにくく数値目標等に馴染まないような、いわば長期的に取組むべき課題が等閑視され

る可能性がある。一般には、状況的アプロウチの偏重という傾向を生みやすいといえるだろう。 

以上のような点を顧慮する必要はあるものの、「科学的根拠に基づく犯罪予防」は、評価を前

提にした施策を要請とするという意味において、納税者の理解を得やすいものであるし、精度の

問題はあるにせよ、そうした方向性を志向することが、ローカルな犯罪予防政策の場面でも検証

を可能にしていくことになるであろう。 

 

Ⅲ．広島市安佐南区モデル事業の検証 

 （１）モデル事業の概要
24 

 このモデル事業は、「減らそう犯罪」安佐南区まちづくり協議会を設立し、その下に３つの部

会を設け、年間事業計画に基づき、具体的な実施方法を検討し実践する方策をとった
25
。協議会

は、子ども会連合会、老人クラブ連合会、保護司会、高等学校、小中学校校長会等31団体の代

表、７人の区民代表、および区役所や警察署等の関係行政機関からなる組織で、3つの部会は、

ソフト面対策の「防犯意識向上部会」、ハード面対策の「安全なまちづくり部会」、子どもの非行・

被害防止対策を担う「青少年健全育成部会」、から成り、各部会が月２回行われ、部会で検討し

た内容を毎月１回開催される役員会で審議、決定した後に活動を開始するものとされた。ここで

は、各部会の事業実施内容を簡単に振り返ってみたい。 

 まず、「防犯意識向上部会」では、①視聴覚による広報活動、として、「減らそう犯罪」の文字

とモデル事業のイメージカラー赤・白で装飾され、後に青色防犯灯も装備した広報車の活用、公

募によるマスコットキャラクター（みはるちゃん、みまわりくん）およびスローガン（「声かけ

てみんなで守る安佐南」）の活用、ポスターやのぼり旗等によるＰＲ（装飾された「減らそう犯

                                                   
23 荻野・前掲注(3)「犯罪予防論(2)」・61頁もこれを指摘する。See, A. Crawford, Crime 

Prevention and Community Safety: Politics and Practices, (Longman,1998), p.196 
24 安佐南区まちづくり協議会編・前掲注（２）・6-32頁 
25 このような協議会制度は、1993年の「春日井市安全なまちづくり協議会」が嚆矢とされ
る。 
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罪タクシー」や「減らそう犯罪バス」も活用された）、防犯寸劇のビデオ化と活用が行われた。

さらに、②イベント・キャンペーンによる広報活動として、数回の区民大会を含む大型イベント

の開催を行ったほか、犯罪防止を目的とした街頭キャンペーンを実施し、二輪車利用者へワイヤ

ー錠、女性を対象にホイッスルキーライトを配布するなどして、乗り物盗難防止やちかんへの警

戒を呼びかける等が行われた。また、③区民を対象とした防犯講習会による啓発活動として、学

区単位の防犯講習会、高齢者を対象とした防犯講習会、を行い、子どもの安全や、高齢者が被害

に遭いやすい「オレオレ詐欺」等に注意を喚起した。そして、④防犯パトロールの活性化として、

一斉パトロールを行うことで区民同士の一体感を醸成し、「パトロール隊認定制度」を導入する

などして、防犯パトロール隊の結成促進と支援を行った。これは、パトロール手引きの作成や、

ベスト、腕章、帽子、反射たすき等のパトロールグッズの配布、青色防犯パトロールの促進、シ

ニアウォーキングパトロール隊の結成等である。また、ちかん防止パトロール等、特定犯罪の防

止に狙いを定めたパトロールの実施も行った。最後に、⑤迅速かつ確実な情報発信ルートの構築

として、防犯情報のタイムリーで効果的な発信のための「みはるボード」を区内の公民館、金融

機関、コンビニエンス・ストア、ガソリンスタンド等に設置し、また協議会のホームページを開

設して、パトロール隊の一覧の他、後述の防犯少年団「安佐南区まもるんじゃー」隊のページも

掲載した。 

 次に、「安全なまちづくり部会」では①犯罪の起こりにくい明るいまちづくり、として、暗が

り調査の実施と防犯灯の改善、センサーライトの普及を通じた「一家一点灯運動」の拡大、を行

った。そして、②犯罪に強い住宅の普及、として、住まいの防犯セミナーの開催、住まいの防犯

診断マニュアルの発行、防犯ボランティア養成のための防犯診断実務者養成講習会の開催を行っ

た。また、③犯罪の起こりにくい駐車（輪）場の普及、として、自転車盗難防止のための大型横

断幕の設置、住民と協働した長期放置自転車撤去作業、駐輪場の整理・清掃活動、夜間に空車タ

クシーがコンビニの駐車場で客待ちして警戒活動を行う取り組みを行った。 

 さらに、「青少年健全育成部会」では、①子どもの犯罪被害防止対策の推進、として、児童へ

の防犯ホイッスルの配布、「子ども１１０番の家」への対応マニュアル配布、地域安全マップの

普及促進、子ども“みまもり（見守り・身守り）”活動の推進、を行った。そして、②万引き防

止に向けた取り組みの推進、として、万引き防止パトロールの実施、万引き防止標語の募集と横

断幕の作成、万引き防止ポスターの募集と展示展の開催、が行われた。また、③子ども達による

防犯活動の展開と支援、として、防犯少年団「安佐南まもるんじゃー」隊が結成され、平成 18

年3月現在で28人の子ども隊員が、地域での防犯キャンペーンや環境浄化活動に参加すること

となった他、各家庭での防犯力を高めるための防犯講習会を実施し、わが家の鍵かけ担当官（ホ

ームロックキッズ）の養成を行った。そして、④自転車の運転マナーアップ、として、無灯火、

二人乗り、スピード出し過ぎ等ルール違反に対する生徒への指導の実施し、マナーアップ標語の

募集と横断幕の作成、オートライト自転車の普及活動（オートライトでナイト運動）を行った。

さらに、⑤児童館ふれあいステーション事業、として、区内全14児童館において、子ども達の

犯罪被害防止と健全育成を目的とした取組み（紙芝居、CAP等）への支援を実施した。 
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 （２）モデル事業の成果 

 以上のような具体的で多岐にわたる大規模な活動の結果、次のような成果が得られた
26
。 

①刑法犯認知件数の大幅な減少 

安佐南区を管轄する広島北警察署の平成17年中の刑法犯認知件数は、２年間のモデル事業

実施期間を経て29.4％減少し、平成14年対比では、40.6％減少した。なお、県全体では平成14

年対比37.7％減少である。 

②区民の防犯意識の向上 

モデル事業の実施により、区民における明らかな防犯意識の向上がみられた。例えば、鍵か

け意識の変化という点では、「自宅や車に鍵をかけている」と回答した人の割合は、15.1ポイン

トアップし、68.5％であった。 

③防犯ボランティア活動の拡大と定着 

全学区で月１回以上のパトロール活動の定着化を目指し、自主防犯パトロール活動の結成促

進を図った結果、平成16年3月時点で約100人であったパトロール隊員数が、平成18年3月現

在で、76隊約2400人にまで増加した。 

これらを総括すると、「平成15年からの3年間で犯罪件数を平成14年対比で3割減少させ

る」という「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動の犯罪抑制目標以上に犯罪を減少できただけでな

く、自分たちの地域の安全に関心を示し、地域で何ができるかをみんなで考え、そして行動する

という意識が芽生え、自主防犯活動の輪が広がっていった、ということになる
27
。 

 

 （３）モデル事業の評価 

 それでは、上記のような概要と成果が、どのように評価されるか、検討してみよう。 

A. 犯罪予防論から犯罪減少論へ？ 

 まず、犯罪予防論の視角からの分析が必要である。上述の分類に従うと、モデル事業の取組は、

犯罪前モデルに属し、社会的犯罪予防（防犯意識向上部会、青少年健全育成部会）と状況的犯罪

予防（安全なまちづくり部会）の両者を含む、広い意味での環境犯罪学的防犯活動といってよい

だろう。英米の犯罪予防活動が、どちらかというと状況的犯罪予防を主軸としているのに対し、

安佐南区の取組は、むしろ社会的犯罪予防に重心をおきながら、両者の長所をうまくブレンドし

た活動となっている。このことが、後述するような、状況的犯罪予防の弱点を克服できた理由の

一つとなっている。そして、ここでポイントとなるのが、市民参加の形態である
28
。荻野は、人

口規模も近いニュージーランド・マヌカウ市の防犯事業と安佐南区のモデル事業を比較分析した

が、市民参加の形態における違いを指摘している
29
。すなわち、マヌカウ市では、優先的に取組

む犯罪の種類を決定する過程等を含む施策決定に、フォーラムや調査結果に基づく多くの市民の

意識が反映される形態をとっているのに対し、安佐南区では協議会の創設を通じて、実際の防犯

                                                   
26 安佐南区まちづくり協議会編・前掲注（２）・33頁 
27 Ibid. 
28 市民参加の形態に関する諸説については、荻野・前掲注(3)「犯罪予防論(2)」・54頁参照。 
29 荻野・前掲注(3)「犯罪予防論(2)」・45頁以下 
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活動へ参加する形態をとっている。後者は、荻野も指摘するように安佐南区に限らず日本社会全

体の傾向であるが、安全確保を伝統的に警察や行政の役割とみなす傾向がある国 （々しかし意思

決定については民主的過程を通じて民意を反映させる）と、近代化以前から結いや講中といった

地域の相互扶助組織に伝統をもつわが国との違いが背景にあると思われて興味深い
30
。ただ、そ

れだけではなく、「お上」意識を持つとされる国民性にとって、行政的意思決定への関与は不慣

れもしくは苦手としており、むしろ行政の意思決定に従いそれを補完・補充することに安住の地

を見いだす傾向もあるのではないかと思われる。もっとも、安佐南区の協議会においては、これ

までの行政や警察主導で進める考え方を払拭し、多少時間がかかっても各部会で責任を持って最

後まで事業を進めていくようにしたということがあり
31
、このモデル事業に関していえば、ステ

レオタイプな行政・警察追従論による批判は当たらないだろう。逆に、もし行政や警察がトップ

ダウンで施策を押しつけていたならば、ここまで大規模な運動に結びつかなかったものと思われ

る。地域の安心・安全は市民誰にとってもの願いであるからこそ、市民は主体的に動いたのであ

る。また、治安問題は優れて専門的な知識や経験を必要とするため、行政や警察の援助のない市

民だけの防犯活動では、実効性の伴わない可能性が高い。この点は、後述するパートナーシップ

の問題に関連するが、協議の場所や機会を提供したうえで必要であれば有効なアドバイスを与え

るなどして、協議会のオートノミーを確保する方策がむしろ有効性が高いものと思われる。ただ

し、近年では、世界的規模で行政の柔軟化現象の潮流も指摘されており、防犯事業もそのノウハ

ウが十分蓄積されてくれば、例えば百人委員会等を活用して、より市民のニーズに合った活動形

態が将来的には考えられてもよいであろう
32
。  

次に、「科学的根拠に基づく犯罪予防」の立場からみたときに、この「減らそう犯罪」という

スローガンが、実は極めて世界の動向に適合した、新しいパラダイムであったことに気づかされ

る。例えば、既にイギリスでは、1998年犯罪及び秩序違反法が、犯罪予防のあり方を明らかに

するに当たり、犯罪及び秩序違反の「減少」に焦点を当てていた。そこでは、概念としての「予

防」があまりにあいまいで、そこに強い焦点が欠如しているため、犯罪の減少(reduction)が、

犯罪の予防(prevention)にとって代わられているのである。予防という概念には、予測

(prediction)と介入(intervention)という関連する２つの要素が含まれる。これから起きる何事

かを予防するためには、その発生を予測しなければならず、その予測が起こらないようにするた

めに介入が必要になるが、もし予測された事態が起こらなかった場合、介入が有効に機能したの

か予測自体が間違っていたのかはっきりとは分からない。介入の予防的効果が証明されない場合

当該介入の正当化は困難である。これに対し、「減少」のようなより実際的なものに焦点が当て

られれば、少なくとも、減少政策の前後を比較することで効果測定が可能である
33
。この場合も、

                                                   
30 なお、N.Yoshinaka, op.cit., p.24-26 参照。 
31 安佐南区まちづくり協議会編・前掲注（２）・34頁 
32 なお、こうした防犯事業は、極めて地域性の高いものであり、外国と日本との安易な平
行移動的比較ができないように、日本国内においても、行政・警察との関係をどう考え

るか等からして様々な市民感覚の違いがある。 
33 ダニエル・ギリング（岡部正勝翻訳・編集）「地域を基盤とした犯罪減少対策：犯罪及び
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それ以外の要素の影響は決して無視できないであろうが、今回の安佐南区モデル事業のように、

膨大な施策を実際に行い、その後の測定で認知件数に 40％ものマイナスが記録されるような場

合は、ほぼその活動の効果を経験的に首肯してもよいと思われる
34
。ただし、犯罪予防の概念が、

完全に犯罪減少の概念に代置されるべきなのか否かについては、なお慎重な検討を要するように

思われる
35
。 

 いずれにせよ、状況的犯罪予防に加え、市民参加による社会的犯罪予防を積極的に取り入れた

安佐南区モデル事業は、状況的犯罪予防と社会的犯罪予防の各弊害を回避し、その利点を採り入

れ発展的に融合させた第三のモデルとしての、「地域を基盤とした犯罪減少(Community-based 

Crime Reduction)」の実践であったと評して良いだろう36。 

 

Ｂ．諸機関協働体制（パートナーシップ）と警察活動 

 次に、犯罪予防・減少における諸機関協働体制のあり方と警察のその中における活動について

検討してみよう。安佐南区モデル事業では、「減らそう犯罪」安佐南まちづくり協議会を設立し、

住民、行政、警察等の協働体制を基本としていた。そこにおける中心は、住民、ボランティア団

体、事業者、学校、区役所、警察署等の代表者から構成される協議会であり、県や市、そして警

察本部はフォローを行うという体制であった。犯罪に関する専門機関は正に警察であるので、こ

うした協働体制も、ともすれば警察主導となり、他の機関はただそれに追従することになりやす

い。しかし、今回のモデル事業においては、協議会の自律性を尊重しつつ適切な支援を行った広

島県警の対応によって、実質的に市民主体の防犯事業が成功したと評価されよう
37
。そして、犯

罪認知件数の減少については、協議会活動と検挙重視へ移行した警察活動とが両輪となって成果

を挙げたものと思われる
38
。そもそも、「減らそう犯罪」というコンセプトは、犯罪抑止の考え

方に馴染むものであり、広島県警も当初、抑止重視のスタンスであって、検挙実績も減少してい

た。しかし、本来「検挙と抑止」は防犯の両輪であるし、かつて警察実務で唱えられていた「検

                                                                                                                                                     
秩序違反減少対策パートナーシップ（協力体制）の状況」警察政策研究第８号（2004）
55頁 

34 もちろん、統計には暗数がつきものであるし、警察が全ての犯罪を認知できるとは限ら
ない。しかし、これほどの数値の減少を、暗数や統計上の誤差、さらには消極的な構成

主義の側面のみから説明するのは、常識的に考えても困難であろう。まして、警察は検

挙重視の方向性を打ち出したのである。 
35 「減少」政策は、状況的アプロウチに親和性があることは否めず、その不確実性から、
動機に焦点を当てた社会的アプロウチの軽視が懸念されるところである。 

36 守山・前掲注(15)・130頁参照。See, N.Yoshinaka, op.cit., p.39.  
37 内山田邦夫「広島県警察の犯罪総合対策～３年で３割減を目指す～」警察学論集第 57巻
第 11号 114頁は、「県警本部は、関係機関との調整業務等を除き、“原則として管轄署に
対し警察力での特別な支援は行わない。あくまでモデル事業としての実力で治安改善に

挑戦する”とのスタンスであるため…」としている。 
38 抑止重視の警察活動では認知件数の減少を招来するのも当然との批判に応えるためにも、
こうした方針転換は意義があった。実際は逆に、検挙件数の増加に反比例して認知件数

は減少している。また、前倒し的な行政警察活動へ重心を置くことは、市民から伝統的

に警戒されており、抑止的警察活動の謙抑化という意味においても評価される。 
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挙に優る防犯は無し」の考え方も、「割れ窓理論」の影響もあって説得力をもって復活した。そ

して、刑法犯認知件数の５割以上を占める街頭犯罪６種（ひったくり、自転車等、オートバイ盗、

器物損壊、部品ねらい、車上ねらい）を重点対象犯罪に指定し、地域警察官が軽微犯罪である自

転車盗等を積極的に検挙することが行われた。こうして、抑止対策だけでなく、検挙による抑止

活動の重要性が再認識されたのである
39
。抑止は住民運動等でも可能であるが、検挙については

原則警察が担当するのであり、機能的な役割分担という視点からも、広島県警の検挙重視への転

換と重点罪種の指定は意義があったといってよい
40
。 

 諸機関連携は世界的な傾向でもあり、例えば、イギリスにおいて1998年犯罪及び秩序違反法

いらい本格化した「犯罪及び秩序違反減少パートナーシップ(Crime and Disorder Reduction 

Partnerships=CDRP)」等がよく知られている41。犯罪は多面的な性質をもち、それらが相互に関

連するような複雑な社会問題といえ、多岐にわたる専門的知識、入手情報の共有、異なる領域や

角度からの分析等が必要であるので、パートナーシップの理念については、誰も疑う者がないと

いってよいだろう
42
。しかし、現実には良好なパートナーシップの確立は一般に思われているよ

りはるかに難しいという
43
。イギリスの多くのCDRPにおいても、パートナーシップへの参加は、

法律に設置根拠のある機関に限られる傾向にあり、民間企業や公衆の参加はほとんど行われてい

                                                   
39 内山田・前掲注(32)・112,119頁、久文憲一「広島県地域警察の治安回復に向けた取組み
～「検挙と抑止」両立へのチャレンジ～」警察学論集第 59巻第 1号 48頁以下 

40 抑止論としても重点犯罪を指定していくという方策も可能であるが、スローガンとして
は「減らそう“犯罪”」として一般化しておき、重点対象は協議会マターとして決定され

るべきであろう。実際、防犯意識向上部会における性被害防止の取組み、安全なまちづ

くり部会における自転車盗の防止策、青少年健全育成部会における万引き防止パトロー

ル等は、重点対象となっている。なお、荻野・前掲注(3)「犯罪予防論(1)」・66頁は、マ
ヌカウ市の犯罪予防行動計画における優先対象犯罪を指摘する。 

41 地域の犯罪者管理という面からは、「諸機関公衆保護計画(Multi-Agency Public 
Protection Arrangement=MAPPA)」や、「全国犯罪者管理庁(National Offender 
Manegement Service=NOMOS)」が展開されている。守山正「諸機関協働体制と刑事政
策～イギリスの状況を中心に～」罪と罰第 44巻第 2号(2007) 19-21頁参照。また、ニュ
ージーランドにおいては、マヌカウ市議会とオークランド警察管理委員会が、

‘COPS(Community-Oriented Policing Strategy) Project’を先導し、マヌカウ、オー
クランド、ノースショア、ワイタケレの各市がそれぞれ 2万 5千 NZドルを拠出し、そ
れまで別々に行っていた地域の犯罪予防・減少施策を協働して行うこととなった。そこ

では、特にアルコール関連犯罪と薬物濫用に焦点が当てられている。しかし、ここでも

市民の参加は不調である。それ以前に、犯罪を見たり聞いたり、更には被害者となった

場合でさえも警察への通報率は悪い。筆者が居住していたオークランド地域でも、「近隣

監視」や「近隣サポート地区」といった看板はよく見かけたが、広島市で行われている

ような、市民の具体的な近隣警戒活動には遭遇した経験がない。一方、自動車盗難防止

アラームの普及や児童の学校への送り迎えをほとんどの家庭が自動車を利用して行うな

ど、個人レベルでの犯罪予防活動には積極的な印象を受けた。 
42 その他、セクショナリズムや縄張り争いの回避・緩和といった点も重要である。一方、
責任の拡散や援助行動の心理という側面からの難点も指摘されえよう。 

43 ダニエル・ギリング・前掲注(30)・67頁も、「協力体制の下でただ集まって、それをパー
トナーシップと呼ぶのは簡単である。しかし、信頼と相互依存、そして真の協働的文化

を築き上げるのは、それよりも非常に難しいのである」としている。 
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ないという
44
。そういった点からみても、安佐南区のモデル事業は、諸機関連携の良好な実践例

といってよいと思われる。 

 

Ｃ．コミュニティ・ポリシングと警察の役割 

 以上のように、安佐南区モデル事業は、諸機関連携による、正にコミュニティ・ポリシングの

実践であったと位置づけられよう。ここでは、協議会を中心とした抑止活動と警察による検挙活

動が調和し、潜在的犯罪者に対し高い抑止効果を発揮したものと考えられる。もちろん、県や市

をはじめとした行政当局の支援も見逃せない。コミュニティ・ポリシングは、警察と協働または

住民単独での、近隣監視を含む防犯活動であるが、それが生まれていった過程において、荻野は、

欧米とわが国との違いを指摘する
45
。すなわち、欧米では警察や刑事司法が犯罪を減らし社会秩

序を維持することに失敗したという市民の認識から市民参加が生まれたのに対し、わが国では、

治安悪化が、市民の規範意識の低下や住民相互間の人間関係の稀薄化によってもたらされたとの

認識があるという。そして、前者が、不信を基礎にするため、警察に対し自律的で対等であろう

とするのに対し、後者は自らの不作為が招いたこともあり、どうしても他律的で追従的になって

しまうというのである。その意味では、わが国では警察と摩擦を起こしにくく、協力的な防犯活

動が可能であって、コミュニティ・ポリシングも根付きやすいといえるだろうし、逆にイギリス

などで防犯活動への市民参加が比較的低調である現状は、市民の根強い警察不信にその原因があ

るとすれば、理解も可能である。これに関連して、パタヴィーナらの最近の実証的研究は、集団

的犯罪予防への市民参加は、個々の地域における犯罪リスクの程度によって異なることを指摘し

ている。犯罪リスクは、主に、犯罪率と検挙率によって測られるが、これが高い地域では、中な

いし低レベルの地域に比較して市民参加率が高いという
46
。また、私的レベルにおける社会統制

ネットワークの衰弱は欧米でもつとに指摘されており、カールはここから、地域的な社会資源と

警察を中心とした公的な社会統制機関との協働形態を示唆し「新パロキアル主義(New 

Parochialism)」と呼んで肯定的に評価している47。これは、バーシックとグラスミックの３段

階の系統的社会統制モデル、すなわち、私的、地域的、公的の関係ネットワークを前提にしたも

のであり、私的レベルでは家族や友人等が、地域レベルでは商店、教会、学校、ボランティア団

体等が、そして公的レベルでは警察等が念頭に置かれたものである。カールは、犯罪リスク管理

における直接的関与の機会は、濃密な社会的靱帯の結果もたらされるものではなく、また直接的

な近隣監視において現出するものでもないとし、警察のような公的統制機関を通じて促進される

ものであるとする。これは、サンプソンらが主張する、非公式な社会統制は価値の共有と行動の

自発性の結合から明らかになる「集団的効力(collective efficacy)」によって現出するとする

                                                   
44 ダニエル・ギリング・前掲注(30)・60,68頁 
45 荻野・前掲注(3)「犯罪予防論(2)」・53-54頁 
46 A.Pattavina et al, An Examination of Citizen Involvement in Crime Prevention in 

Hight Risk Versus Low-to Moderate-Risk Neighborhoods, Crime & Delinquency, 
Vol.52 No2, April 2006, p.226 

47 P.Carr, The new parochialism: The implication of the beltway case for arguments 
concerning informal control, American Journal of Sociology, 108, 2003, pp.1249-1291 
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説48とは明らかに異なるが、コミュニティ・ポリシング活動が犯罪リスクを管理するのに必要な

近隣の社会的凝集性(social cohesion)を促進するとする、ローゼンバウムのいわゆる「インプ

ラント仮説(implant hypothesis)」とも異なっている。カールによれば、これらはいずれも社会

的凝集性に依拠する理論であるが、そうではなく、地域的統制と公的統制の結合によって、集団

的活動に基づいた犯罪予防活動に安全に関与する地域住民のための方策が提供されるのである

としている。 

 安佐南区の活動と社会的凝集性との関係は後述するが、確かに、社会的凝集性の低い地域では、

これに頼った理論や施策は非現実的であり、私的レベルの社会統制ネットワークが衰弱している

地域では、カールの所説が有用であり、公的統制機関を通じた地域的な協働モデルが効果を発揮

するものと思われる。 

なお、ひとくちに欧米と言っても、例えば、イギリスとアメリカとでは、コミュニティ・ポリ

シングと警察の関係についても微妙に異なる
49
。著名な「割れ窓理論」において、ウィルソンと

ケリングは、犯罪の増加に繋がる「荒廃(incivilities)」の除去に、警察の「秩序維持活動」が

鍵的役割を果たすべきことを提言し、コミュニティ防犯活動の以後の展開に強力なインパクトを

与えたという
50
。そのためもあってか、アメリカにおけるコミュニティ防犯活動は、その後徐々

に、住民主体の市民防犯活動から警察主導の地域警察活動に力点が移行するのである
51
。一方イ

ギリスでは、警察への不信感から、市民、企業、地方政府が犯罪問題に積極的に関与し、協働体

制を構築するとともに、中央、地方各政府も刑事司法の危機を認識し、一つには各市民に治安の

責任感を認識させるとともに、また一つには地域の多重機関によるパートナーシップを推進した

という
52
。しかしこのことが、住民主導のポリシング形態を招来したかというとそうではなく、

むしろ責任の拡散へと結びついたのではないだろうか。イギリスにおいては、結局監視カメラ等

に代表される状況的アプロウチに流れてしまう傾向が強く、これは、こうしたリーダー不在のコ

ミュニティ・ポリシングや社会的犯罪予防の地盤の弱さに起因する側面もあるのではないかと思

われる
53
。 

 

（４）環境犯罪学の問題点と安佐南区モデル事業の課題 

                                                   
48 R.J.Sampson et al, Neighborhood and violent crime: A multilevel study of collective 

efficacy, Science, 277, 1997, pp.918-924 
49 守山・前掲注(15)・135頁によれば、回顧的悲観的なイギリス型と展望的楽観的なアメリ
カ型の相違があるとされる。また、守山正「犯罪予防論の検討～コミュニティ・ポリシ

ングと環境犯罪学の接点」警察学論集第 52巻第 10号参照。 
50 Wilison,James Q. and George L. Kelling, “Broken Windows: The Police and 

Neighborhood Safety”, Atlantic Monthly (March 1982), pp.29-38 
51 伊藤康一郎「コミュニティ防犯活動‐英米の犯罪対策の新動向‐」犯罪社会学研究第 18
号(1993)158頁 

52 守山・前掲注(37)・19頁 
53 世界の監視カメラの２割がイギリスにあるとされ、ブレア政権発足の 1997年に 10万台
であった監視カメラが、現在 420万台で 40倍以上に増えており、イギリス国民の 80%
もさらなる増設を支持しているという（2007年 4月 29日毎日新聞朝刊「進む『超』監
視社会」）。 
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 環境犯罪学的手法には、従来、いくつかの問題点が指摘されている
54
。ここでは、これらの諸

点から安佐南区モデル事業を検証してみよう。 

まず、環境犯罪学的手法は、潜在的犯罪者だけでなく、遵法的な一般市民の自由（市民的自由）

をも侵害してしまう可能性があるという点が指摘される。荻野は、前述のブランティンガムとフ

ァーストの３段階の予防論を引きながら、マヌカウ市の防犯活動が、第２次予防および第３次予

防に集中しているのに対し、安佐南区の防犯活動は第１次に集中しており、マヌカウと異なり、

均質性の高い安佐南区では、総花的なものにならざるを得ないが、それは人権に配慮した活動と

みることができる、としている
55
。これについては、この事業が、「減らそう“犯罪”」としてい

ることが象徴的である。「減らそう“犯罪”」という掛け声は、それを聞いたり見たりする人々に、

何か具体的なイメージを与えるだろうか。通常、“犯罪”という言葉そのものから、特定のイメ

ージをもってそれを減らそうという動機づけに繋げることは難しいであろう。ここでは、特定の

潜在的犯罪者像を敢えて強調しないので、市民の自由に対する脅威は極小化する。また、協議会

を中心にした抑止活動は、既にみたように個別の重点課題をもってはいるものの、それは主とし

て、被害者化の防止や犯罪機会の減少というアプロウチに基づくものであって、潜在的行為者を

積極的に不審者として追及するような性質のものではなかった。そういった意味で荻野の指摘は

重要である。では、防犯事業がマヌカウ型になれば、自由権侵害の危険性が高まるのであろうか。

この点は、犯罪予防と人権保障との難しいバランスの問題になってくるが、結局は当該社会がど

ちらを重視するかにもかかってくるだろう。安佐南区民が、ある程度重点的対象の絞り込みを行

い、人権侵害のリスクを考慮しても、それ以上の防犯効果を重視することを是とすることを望む

ならば、そこに居住しない者による反対論は、犯罪リスクの外側にいる訳であって、説得力を持

つことは難しい。もちろんこれは逆の場合も言えるのであって、ある程度の犯罪リスクを覚悟し

ても、人権保障を重視する地域であり住民であるならば、やはり住民でない者による無責任な批

判を考慮する必要はない。ただ、一般的に言えば、最近の監視カメラの設置に関する状況をみて

も、現代社会の市民は、近代的自由の保障よりも、組織犯罪やテロ等を含む現代的犯罪からの保

護や防衛をむしろ望んでいるようにもみえる
56
。近代的自由の保障は依然重要であり、オンブズ

パーソン等による権力濫用の歯止めは必要としても、市民・国民の希望や期待からあまりに遊離

した教条主義的な発想は、結局のところ当該市民を犯罪による危険から守れないという事態を招

来しかねない。この点、社会安全政策論が、「犯罪のリスク管理」という発想をもっていること

が参考になる。犯罪リスクをゼロにすることができないのと同様、犯罪発生前の行動に何らかの

干渉しようというのであれば、人権侵害状況をゼロにすることはできないのである。それを最小

限にする努力は制度論上も実践上も不断に追求されなければならないが、「あってはならない」

からといって、現実に発生した人権侵害状況から目を背けることはできない筈で、むしろそれを

正視したうえで、起こりうべき可能性をどうマネジメントするかという視座が重要であると思わ

                                                   
54 守山・前掲注(13)・18-22頁、前掲注(17)・214頁以下、N.Yoshinaka, op.cit., pp.36-38
参照。 

55 荻野・前掲注(3)「犯罪予防論(2)」・50-51頁 
56 注 48におけるイギリスの状況が良い例であろう。 
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れる。その意味で、安佐南区でも、一般市民が不審者扱いされないような、そしてされた場合の

手当て等具体的な方法論の発展が期待されるところである
57
。 

次に、環境犯罪学のイデーは、ある意味、誰もが、機会によっては犯罪者になりうるという側

面を有している。他人に対する信頼欠如、信頼喪失を念頭に置いているといっても過言ではない。

とりわけ状況的アプロウチにおいてはこのことは顕著である。ただこの点は、一般的な懸念とし

てはそのとおりであるにしても、具体的な場面では異なった様相を示すこともある。安佐南区の

場合が正に好例であり、聞き取り調査によれば、少なくとも協議会メンバー間の相互信頼感はむ

しろ高まっており
58
、「共通の課題」としての犯罪に対して、区民、市民、県民が一体感をもっ

て行動したものと思われる。ただし、信頼欠如から出発するような活動が行われればこうした懸

念が現実化する可能性は大いにあり、従っていかにして市民の相互信頼感を維持し向上させるか

という点は今後の課題でもある。 

そして、社会的排除の問題がある。犯罪予防論における社会的排除とは、一般に、前犯罪的な

行為を行う者を、ショッピングモールやデパート等の公共空間から排除するような状況を指す。

イギリスの1998年犯罪及び秩序違反法はこれに法的根拠を与えたものとしてよく知られている。

潜在的犯行者をこうした公共空間から排除できれば、善良な市民を守ることができる反面、被排

除者の行動の自由を侵害するばかりでなく、排除感や疎外感から、かえって市民に対する将来の

脅威となってふりかかってくる可能性もある。安佐南区の事業は、前述のように第１次的防犯で

あって、全ての市民を対象にしており、第２次的な対象者へのアクセス制限等は行われていなか

った。その意味で、社会的排除が制度上認識できたり、顕在化したりしているといったことは確

認されていない。ただ別の文脈として、防犯活動に参加する市民が参加しない市民を疎外し、排

除してしまうという構図は考えられなくもない。一般論としては、協議会メンバーや防犯グルー

プ実働隊における仲間意識が高まれば高まるほど、そうでない者を排除しがちな傾向があること

は、容易に想像できるところであり、こういった事業に「参加しない自由」をも認めた寛容な態

度で臨むことが重要であると思われる。 

最後に、「転移」の問題が挙げられる。これは、「ある犯罪の予防が成功しても、時間的にも場

所的にも別の犯罪の発生に転移する」という問題である
59
。一般に、転移は、機会犯罪よりもプ

ロ的な犯罪に多いといわれる
60
。安佐南区事業においては、統計上、特定犯罪又は犯罪認知件数

一般において転移現象は確認されなかった。周辺の区においても、高い犯罪減少率が確認されて

いるのである
61
。荻野はこの理由について、２点指摘する

62
。１つは、市民参加型の防犯活動が

                                                   
57 例えば、声掛けにしても、いきなり疑ってかかるのではなく、「何かお困りですか」とい
ったような視点から入っていき、その後の対象者の態度や行動によって柔軟に対応する

といったようなことが考えられる。そして、間違いであったような場合は、謝罪等の真

摯な対応が求められるだろう。 
58 See, N.Yoshinaka, op.cit., p.33 
59 瀬川・前掲注(11)・138頁 
60 S.Jones, Criminology, Butterworths, 2001, p.127. オークランド警察へのインタヴュウ
においても、売春行為の摘発について、転移がみられ易いとの指摘があった。なお、そ

の後ニュージーランドでは売春が合法化されている。 
61 http://www.police.pref.hiroshima.jp/020/toukei/index.html 
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行われたために、「防犯も転移」したとする。固定的な防犯カメラと異なり、人の活動は移動性

があり、それじたいに潜在的犯罪者に対しての抑止効果があるだろうし、他区の防犯活動に対す

る刺激にもなるだろう。他区の住民にとって、監視者の不在によって潜在的犯罪者が流入し、い

わばセキュリティ・ホールとなるのを座視するわけにはいかないからである。２つめとして、１

つめと関連するが、広島県全体で「『減らそう犯罪』総ぐるみ運動」を展開してきたために、転

移する場所がなかったとする。むしろ、広島県を越えて、中国地方５県において平成16年から

17年の刑法犯認知件数が減少しており、転移よりも、予防効果の「利益拡散(diffusion of 

benefits)」が看取されているのである。同様の減少効果の波及は、クラークやピアス等外国の

研究者によっても指摘されている
63
。安佐南区の実践例からは、防犯活動の転移、すなわち波及

を奨励するような仕組みを作り、犯罪のセキュリティ・ホールを作らないようにすることが肝要

であると思われる。 

 

Ⅳ．総括 

（１）モデル事業成功の理由 

 これまでみてきたように、安佐南区モデル事業は劇的な成功を収めたといっても過言ではない。

当初は、３年で３割減という数値目標は、広島県警内部においてもショックがあり、また違和感

さえ持たれていたという
64
。また、モデル事業の成功とは、４割減という数値の達成だけではな

く、むしろ市民の当事者意識の喚起や、一体感ないし連帯感の醸成という点に重要な意味がある

65
。この成功の理由をまとめるならば、以下の4点になるだろう。１点目は、モデル事業を含む

「減らそう」犯罪の標語が、決して「無くそう」犯罪といった非現実的で実行不可能なスローガ

ンではなく、努力すれば達成可能性のある現実的な目標設定であったことである。「無くそう」

というのは理想であるが、これでは最初から本気で取組む気にはなれないだろう。「減らそう」

といって始めて、ではどのくらい減らすのか、という具体的な目標が設定され、その目標へ向け

てのさらに詳細で具体的な施策が編み出されていったのである。２点目は、諸機関協働の成功、

とりわけ協議会と警察との関係における協働が果たした役割の大きさである。前述したように、

コミュニティ・ポリシングの活動形態において、両者の相互信頼と相互依存がなされたことが重

要であった。さらに３点目として、状況的アプロウチと社会的アプロウチのバランスがうまく取

れ、両者の長所を生かしつつ短所を補い合い、地域を基盤にした市民参加型防犯活動として収斂

していったことが挙げられる。そして、４点目としては、活動主体となった住民の国民性および

                                                                                                                                                     
62 荻野・前掲注(3)「犯罪予防論(2)」・41-42頁 
63 S.Jones, op.cit., pp.127-128. 
64 内山田・前掲注(34)・111頁 
65 アンケート調査によれば、「防犯活動に参加して横の繋がりができ、また多くの人と知り
合いになることができた」等、地域社会において連帯感が生まれたといったような肯定

的意見がみられた。ただし、否定的意見は表に出にくいために、あるいは、社会的排除

論の文脈において疎外感を感じる人もあった可能性はある。ただ、「減らそう犯罪」運動

について、積極的にこれを否定する意見は、少なくとも広島市、広島県の輿論において

はほとんど見つけることができなかった。 
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県民性である。日本社会は、一般に、集団主義的であり且つ比較的均質な社会であるといわれ、

また広島県民ないし広島市民も、「広島」という「ウチ」社会に対しては非常な愛着と執着をも

って行動するものといわれる
66
。そこには、「総ぐるみ」運動という集団的な行動に対して追従

しやすい素地がもともとあったのではなかろうか。集団で一体となって行動すれば、その成果が

大きいものとなるのは当然だからである。 

この最後の点に関しては、前述した市民参加と社会的凝集性の関係が論じられるべきであろう。 

広島という地域においては、比較的社会的凝集性が高いと考えられるからである。しかし、サン

プソンらがいうような「集団的効力」まで存在するのかには疑問もある。価値の共有はともかく、

行動の自発性については、公的社会統制機関の影響から離れて、独自且つ有機的に発達するので

あろうか。パタヴィーナらの研究によれば、社会的凝集性の因子のうち、「近隣の一部であると

いう意識」は、犯罪リスクの高-中-低いずれの地域においても、犯罪予防活動に対する市民参加

の、最も強力な予測因子であった。しかし一方で、「近隣に援助を頼る」という因子は、市民参

加の有意な予測因子ではなく、非公式な私的社会統制ネットワークは地域的・公的社会統制ネッ

トワークの結合に取って代わられるというカールの所説を支えるものであった。そして、私的社

会統制ネットワークの崩壊は、中低の犯罪リスク地域よりも、高犯罪リスクの地域において顕著

であった
67
。パタヴィーナらは、ゴットフレッドソンとテイラーの「分化的監視統制モデル

(differential surveillance-control model)」に依拠しながら、社会的凝集性をめぐる議論に

ついてサンプソン等とカールの見解を止揚してみせたといってよいだろう
68
。犯罪予防活動に対

する市民参加に関して、社会的凝集性は重要だが、実際には近隣に援助を求めない、あるいは求

められない状態があって、そこに新しいパロキアル型の形態が現出してきたのである。安佐南区

の事業においても、当事者意識の存在を前提にしながらも、私的ネットワークの衰弱が座視でき

ず、行政当局や警察が主導しながら市民参加が拡大していったという流れで理解が可能である。 

 

（２）課題と展望 

 それでは、課題は残されていないのだろうか。実は、困難な問題がいくつか存在する。 

まず、「持続性」の問題がある。今回は期間限定のモデル事業ということもあり、防犯活動は

活発に行われた。しかし、一応の成果を得て、今後も同様に防犯活動が続けられていくかどうか

は分からない。継続的な活動を続けていくためには、少なくとも、①経済的な裏付けと②人的資

源の確保、が不可欠である。前者については、地方都市である広島の経済社会を前提にすると、

やはり行政のイニシアチブを奨励して予算措置をとることが現実的であろう。ＮＰＯや企業の活

力を今後活用していくことは好ましいことであるが、行政のコーディネートなしにこれらの社会

資源が一つの方向性をもつことは考えにくい。ただ、こういった防犯意識を鼓舞するような事業

                                                   
66 この前提の妥当性についての論証は、筆者の能力と本稿の範疇を超えるため、ここでは
一般的な言説として仮定する。なお、N.Yoshinaka, op.cit., p.38 参照。 

67 A.Pattavina, op.cit., pp.226-227 
68 Cf., ibid. 非公式監視や統制を担う住民と公式監視や統制を担う警察は、犯罪リスクレベ
ルの異なった近隣地域において、犯罪リスクの異なった犯罪者に対し、それぞれ別様に

反応しているとされる。 
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は、いつも行っていると逆に新鮮味が失われてしまうので、犯罪循環説を顧慮しながら、周期的

に行うことが好ましい。何年かごとに、弛緩した社会に「直流通電」をかけるのである。いわば、

「周期的社会直流通電戦略(cyclic social galvanization strategy=CSGS)」である
69
。これに

対し、後者はさらに困難な課題である。こうした活動は、一般に、参加者が固定化し、一部の人々

に過大な負担を負わせ、逆に参加しない人々のフリーライダー現象を招来している。ここでは、

活動への参加姿勢等から３つのタイプの方策が考えられる。まず、①平素から参加している人々、

であるが、彼等に対しては、行っていることの価値を認め、さらに奨励することが必要であり、

「安全・安心アカデミー」のような研修を行い、一定の認定証を付与する等が考えられる。そし

て、②参加しない人々、に対しては、利他的な動機では参加は難しいと考えられ、例えば、消費

行動にリンクさせるなど、メリットを感じさせるような形で参加を促進するのが有効である（安

全ポイントカード等）。さらに、③短期しか滞在しない人々については、地域に対して当事者意

識、帰属意識を持ってもらうような施策が求められる（県外出身者を対象にした広島に関するイ

ベントの開催等）。しかし、いずれにしても、当然ながら全員の参加が見込まれる訳ではないし、

「参加しない自由」も認めなければならない。あくまでボランティア活動としての限界があるこ

とは銘記されるべきである。 

次に、持続性とも関連する問題として、体感治安がある。体感治安、つまり、実際の犯罪件数

ではなく70、人々が感じるレベルでの治安状況であるが、この状況が人々の犯罪予防活動への参

加とどう関わるのであろうか。荻野は、ローゼンバウムらの見解を引きながら、集団的犯罪予防

活動形成の最初の動機として、「犯罪への不安」や「近隣で起きた犯罪」という回答が挙げられ

ることはしばしばあるものの、持続性への重要な動機は、むしろ「社会的連帯感」や「市民的公

共心」であることを指摘する。ただし、防犯活動への参加と体感治安との関係については調査上

明らかでないとし、スコーガンの次のような言説を紹介している。すなわち、「参加への意欲は、

地域の犯罪に関する問題を知り、適度に犯罪に危惧感を抱いている人々の間で最も高くなる。高

いレベルの不安は、意欲を奪うと考えられ、さらに犯罪への知識が無いが、地域の犯罪について

危惧を抱いている人々は、意欲がない」というのである71。わが国においても、実証的な調査に

基づいた同様の分析が今後期待されるが、あまり犯罪不安が高いと、危険に遭う可能性を考えて

社会参加活動を控えることや、むしろ個人レベルでの防犯警戒を行うことは常識的にも十分想像

しうることであり、了解可能といってよいだろう。そして、安佐南区における防犯活動は、第１

次的レベルのものであったが、その有効性への疑問が72、体感治安についても連動しているのだ

としても、ある程度の悪化であれば、持続的活動への障害にはならないということになる。そこ

                                                   
69 Cf., N.Yoshinaka, op.cit., p.40 
70 実際の犯罪件数把握においても暗数の存在はもちろん、相互作用論や構成的側面の等閑
視は禁物であるが、逆にだからといって全てが作り話と考えるのもリアリティを欠くも

のである。また仮に、論者のいうように治安悪化が警察等の作り話であり、実際に治安

悪化がないのだとしても、犯罪率の更なる低下を企図して住民等が防犯活動を行うこと

を妨げる論理を見いだすことは困難である。 
71 荻野・前掲注(3)「犯罪予防論(2)」・58-59頁 
72 荻野・前掲同書・48頁 
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で、課題としては、社会がモラル・パニックを起こすような、強烈な犯罪不安への対処というこ

とになるだろう。現代人が高度情報社会に生きており、テレビやインターネット等を通じた犯罪

情報が市民の体感治安に大きな影響を与えていることを考えると、まず、マスコミ対策が重要で

あると考えられる。ただ、マスコミには、表現の自由や報道の自由といった重要な基本権および

役割が存在するため、企業の社会的責任の範囲内で、適切な自粛を求めるほかないように思われ

る。マスコミとしては、重大犯罪が起これば報道を控えることはかなり困難であろうし、市民の

注意喚起に繋がる効果も無視できない。そうなると、重大犯罪そのものへの対策ということにな

るが、第２次的犯罪予防のレベルに向かうには、市民的自由との衝突が生じる可能性もあり、住

民の合意が必要である。このような場合は、むしろ犯罪予防論の限界として捉え73、予防論とし

ては第１次予防のレベルとした上で、重大犯罪の検挙率を上げることで住民不安を取り除くこと

が安全で効果的であろう。 

このように、環境犯罪学の手法には、そもそも限界がある。決して万能の対策ではないのであ

る。とりわけ、体感治安に大きな影響を与える重大犯罪の発生は、環境犯罪学的手法で防止する

ことは困難であって、やはり、犯罪原因に対する息の長い、科学的研究の進展も決して放棄され

るべきものではないのである74。その意味では、今後、伝統的犯罪学と環境犯罪学の両者の分業

と協働が必要になってくる。わが国の矯正現場では、既に、平成18年度から、性犯罪者に対す

る処遇プログラムが開始されているが75、伝統的犯罪学に基づくアプロウチは主として第3次予

防の場で活用され、環境犯罪学的アプロウチは、第1次予防の場で考慮されることには問題が少

ない。そして、潜在的犯罪者に対する第2次予防は、両者の協働場面であるが、ここを、今後、

人権等に配慮しながらいかに効果的に行うかが、犯罪リスク管理の上でも大きな課題となるであ

ろう。市民主導型防犯がこの第2次予防レベルで行われるときは、十分な根拠に基づく理性的活

動が担保されていないと、徳岡秀雄のいう「（ポジティブ）フィードバック過程」等も招来され、

雪だるま的に逸脱が増幅されてしまう懸念も存在する76。市民の側に、流言飛語に惑わされない

意識とそれをチェックするシステムが必要になるだろう。詳細は将来の課題になるが、ここでは、

いわゆるコミュニティ・ガヴァナンスの視点から住民のガヴァナンス意識とそれに呼応したコン

                                                   
73 例えば社会統制理論の立場からも、生物学的ないし精神医学的原因に由来するような重
大犯罪の発生を社会統制によって事前に防ぐことは極めて困難といわざるをえない。 

74 環境犯罪学の活用をめぐる最近の理解には、パラダイムの違いを協調するあまり、犯罪
学上の文脈を読み違えてしまう向きもある。欧米の主流が犯罪機会論でわが国では犯罪

原因論という対比はその代表的なものであるが、環境犯罪学の系譜は、やはりシカゴ環

境学派に連なるものであって、殊に市民参加の意義や警察との協働体制を考えるとき、

社会解体論の視点を外すことはできないであろう。なお、欧米という場合に、どの程度

イタリア、ドイツ、フランス等欧州の犯罪学を視野に収めているのか疑問を感じざるを

えない場合もある。 
75 平成 18年版犯罪白書（法務省法務総合研究所）264頁以下参照。 
76 徳岡秀雄『社会病理を考える』97,111頁（世界思想社 1997）。また、荻野・前掲注(3)「犯
罪予防論(2)」・48頁も、市民主導型防犯に内在する問題として、「耳目を集めるような犯
罪が一端起きると、その犯罪者類型にばかり特化した活動を行ってしまうという可能性」

を指摘する。不安感の解消という点では一定の効果はあろうが、やはり、現実のデータ

に基づいた冷静で効果的な防犯活動が要請されるところである。 
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プライアンス体制の整備が鍵となるに違いない77。遵法自律統治的な活動が求められるのは、私

企業に限ったことではなく、地域社会の防犯活動でも同様である。ただ、そのことは、市民警察

によるサービス提供を忌避するものではない。納税者が、民主的過程を通じて公権力を活用し、

これと協調・協働していくことは、適切なコントロール体制の下、推進されるべき事柄であり、

近代的な、「市民的権利の侵害者としての公権力」といった古い図式の連呼は、意義を失ったと

まではいえないが、21世紀の犯罪情勢において、もはや時代遅れであり、それのみで生産的な

果実を生み出すことは少ないだろう。いわば、市民・国民は公権力を有効活用しながら、犯罪か

ら基本権を守る必要があり、それは、公権力による侵害から身を守るよりも大部分の市民にとっ

て喫緊で重要な問題であるのである。 

最後に、犯罪予防論研究における課題として、第3次予防論と第1次および第2次予防論との

関係を探究する必要性を挙げておこう。これは、換言すれば、犯罪者の再犯予防および社会内処

遇論と、一般的な犯罪予防論との関係といってもよい。実際、アメリカ合衆国では、2003年の

時点で、人口の約3.2%、住民32人に対し1人が何らかの矯正上の処遇を受けており、その6,900

万人のうちの大部分が社会内処遇を受けているという現実がある。このような社会では、犯罪者

がどう地域社会に影響を与え、また逆に地域社会がどう犯罪者に影響を与えるかを考究する必要

があるだろう。出所者の再犯は、戻った地域社会のタイプに大きく影響されるからである78。 

 

Ⅴ．おわりに 

 ローカルな問題をグローバルな視点から考察することは、筆者にとっても、かねてから大きな

課題の一つであった。学問府の立場として中立的且つ客観的な立場を維持することに努めながら

も、現実の犯罪対策に関与できることは、日頃の理論研究とりわけ外国のそれで事足れりとしが

ちな一学者にとっては、極めて刺激的で挑戦しがいのあるものであり、そこから、文献からは学

ぶことのできない多くの収穫があった。犯罪予防論は刑事政策学の中でも比較的新しい分野であ

るが、これまでの学問的蓄積と大いに関係しており、これらを無視することはできない一方で、

優れて実践的且つ現実的な側面も有するために、体系的に思考できず、とらえどころのない、底

なし沼のような独特の難しさに直面した。これらをまとめるに際しても、自らの非力を痛感する

ことは常であった。理論的な議論の場に安住の地を見いだし、その扉を閉めて観念の遊技に時間

を費やすことの方が、どれだけ学者にとっては心地よいであろう。あるいは、自らは安全な場所

にいて、無責任でイデオロギー的なスローガンを連呼しながら現場を批判すれば、どれだけ楽で

あろうか。批判的精神はもちろん必要である。しかし、現場で汗を流す警察官やボランティアの

人々の真摯な姿に接したとき、そのような無責任な態度が、どれだけこうした人々を傷つけてい

るか、そして自らはそうした人々の日々の献身的な活動によるフリーライダーの一人である事実

を認めないわけにはいかなかった。市民的自由が重要であることはいうまでもない。しかし、市

                                                   
77 守山・前掲注(14)・25頁も、欧米における、ガヴァメントからガヴァナンスへの傾向を
指摘する。なお、ここでいうコンプライアンスは、いわゆる法令遵守に尽きるものでは

なく、公法的な適正手続や倫理的側面の遵守も視野に収めたものであるが、なお未熟な

試論の域をでない。 
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民的自由を強調するのあまり、警察に支援された犯罪予防活動を批判する言説が、現代社会にお

いて安全を求める市民の現実の声からもっとも遊離しており、また、「安全」の追求に対してこ

れを否定できる論証に成功していないことは自明である。「安全」とは誰にとっても重要な価値

であり、逆説的であるが、それは犯罪者にとってさえ基本的に期待される価値なのである
79
。他

の価値からこれが制限されることはあり得るが、この価値そのものを否定し、必要でないかのよ

うに論じるとすれば、それは建設的な言説とはならない。 

 もちろん、その先の問題もある。「安全」の追求だけでは、活動も長続きしないし、何よりお

もしろみがない。実は、批判者の背後仮説にも実はこの辺りが存在するのかもしれない。確かに、

安全、安全、といってパトロールされ、時には不審者扱いされ、相互監視や防犯カメラの普及し

た社会は息が詰まるという印象も理解できるところである。ある程度安全が確保されれば、特に

若者や少年のエネルギーを受け止め、表現行動ができるような舞台や居場所を積極的に用意し、

「おもしろい社会」を創出していくことが大切であろう
80
。だがそれは、あくまで安全が前提と

なっての話である。つまり、「安全でおもしろい社会」の創出が望まれるのである。これを広島

に当てはめてみると、たとえば、県民の多くがファンである広島東洋カープの活躍が期待される

が、マーティ・ブラウン監督となって、チームのスローガンを、「オール・イン」とした。選手

だけでなく裏方やファン全ての資源や力を優勝に向けて注ぐという意味が込められているが、こ

れは、正に「減らそう犯罪」広島県民総ぐるみ運動の理念に通じるものである。筆者は、これを

更に発展させ、県民一人一人のかけがえのなさを読み込んだ、「オール・イン・オール」という

言葉を以て、今後の市民参加型防犯活動に期待したい。犯罪予防という共通の目標を持ち、皆で

そこに力を注ぎながらも、一人一人の人権や個性を大切にした活動であって欲しいと願うからで

ある。 

なおいくつかの論じきれない部分を残したことを自覚しているが
81
、それらは今後の課題とし、

一応稿を閉じることとしたい。このような貴重な機会を与えて頂いた関係各位に心より感謝申し

上げる。 

 

 
 
 

                                                                                                                                                     
78 A.Pattavina, op.cit., p.203 
79 いうまでもないことであるが、例えば、コンビニ強盗に入った行為者は、通常その場所
における自分の安全を期待して行動するのであり、そこの店員や客が自分を恐喝する犯

罪者であっては困るわけである。 
80 若者文化を調査し、ライブハウスなどの音楽施設やスポーツ施設等の充実が考えられる
が、行政当局が主導するとおもしろみのないものになりがちであり、若者の意見が十分反

映できるような手続が担保される必要がある。 
 
81 特に、コミュニティ・ポリシングと修復的司法の関係については、全く論じることがで
きなかった。今後の課題としたい。これについては、さしあたり、高橋則夫『対話による

問題解決 修復的司法の展開』122-142頁参照（成文堂、2007）。 
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効果的な情報発信に関する研究 
 

広島大学地域連携センター 

匹 田  篤 
はじめに～情報発信の背景 
 
 この十年での情報技術の変化は「デジタル」なくしては語れない。国際通話は数万円

が無料になり、数千万円のシンセサイザーは同じ機能が数万円のパソコンでも標準的に

装備されるようになった。通信インフラの普及により、音声通話とＦＡＸ通信にしか用

いられていなかった電話回線が、高速データ通信でも利用されるようになり、さらには

光ファイバーケーブルが各家庭まで届く時代がやってきている。 
「デジタル」によって、我々の生活は通信費や、ハードウェアの性能が大幅に変化し

た。このようなメディアの技術変化によって、人々のメディアを利用したライフスタイ

ルも変化している。「デジタル」情報の特徴は、データそのものが相手に無劣化で伝わ

ることである。情報を受けた者が、それを利用して他に発信することができるようにな

ったのである。 
この十年のインターネットの普及、発展により、日常生活における情報コミュニケー

ションは大きく変化した。その変化とは、流通する情報の増加であり、情報の送り手に

もなったことであり、ソーシャルネットワークなど新たなコミュニティの台頭である。 
 図１によると、約半数の生徒が小学校一年生からインターネットを始めている。携帯

電話を持ち歩いている小学生も多い。情報機器がパーソナル化するということは、個々

のコミュニケーションが活発になるという反面、偏った交流や価値観、社会性の欠如と

いった危険性を併せ持つ。 

 
図１ インターネットを利用し始めた年齢 

（第2回小学生のインターネット利用に関する調査（2004.6 gooリサーチ）） 
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 地域の人々の言葉よりも、メディアで語られていることを真実だと信じ、地域社会よ 
りもネットワーク上の社会が理想だと考える人々が急速に増えている。 

 多くの人と効率よくコミュニケーションが取れるようになったことで、浅く広い会話

は増加し、一方で「議論をする」「新しい何かを創る」といった深い議論が苦手な人々。

彼らの価値観をどう育んでいったらよいのだろうか。 
 
 SNS(Social Network Sevice)がこの二年間で大学生を中心に爆発的な勢いで浸透し
ている。SNS最大手の mixi(http://mixi.jp)は、二年間で 600万を超えるユーザーが登
録されている。SNS とは、blog（日記＋コメント）のコミュニケーション機能を強化
したものであり、自分の友達リストを作ることができる。友達リスト（マイミク）のメ

ンバーが日記を書くと、自分が mixiにログインしたときに、日記更新リストにタイト
ルと名前が表示される。 
 総務省の調査によると、このような SNSは「知人友人とのコミュニケーションをさ
らに増加させる、という特徴を持っている」と報告されている。メディアの特性として

はwebというよりもE-mailに近い。少し知っている人、一度会ったことのある人から、
さらによく知っている人へとコミュニケーションが深まる効果がある。 
 Blogや SNSのユーザに総じていえることは、彼らが常に情報に囲まれていないと不
安を感じてしまうということである。人々にコメントをしてもらうために日記を書き、

また友人の日記にコメントを記入する。SNS にはニュースや天気予報も表示される。
携帯電話のブラウザでも閲覧することができるため、出先でもどこでも常にアクセスし

ている傾向がある。 
 このように、知人友人とのコミュニケーションが、より緊密になっていく一方で、自

らが属する社会に対しては、むしろ当事者意識が失われていると感じられる。これはテ

レビの時代からいわれていることであるが、社会現象に対して評論はするものの、自分

が何か手を貸そうという意識が失われていることは、大変大きな問題である。この傾向

は防犯においても環境問題においても大きな障害となっている。 
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１．地域社会とコミュニケーションの現状 
 
 バーチャルの世界に対して、実社会の交流には、「間」の存在がある。空間を共有す

ることで「間」から得られる様々な情報を我々は得ることができる。会話などのコミュ

ニケーションにおいては、さらに相手の表情や抑揚、姿や身振り手振り、話をするタイ

ミングといった情報も加味される。実社会においては、我々は文字で表される情報以上

の、多くの情報を得てそれによって、総合的に情報を理解している。 
 
1-1コミュニケーションの５つの要素 

コミュニケーションは図２に示すような５つの要素によるモデルで説明されることが多

い。送り手と受け手と、その間でやり取りされるメッセージだけでなく、それを伝えるメ

ディア、およびそれを構成するコンテクストから成り立っている。 
コンテクストとは、直訳すると文脈という意味である。その場の雰囲気や言葉の前後関係

などがこれに相当する。 
情報は、そこに含まれるメッセージそのものが重要な意味を持つことはいうまでもない。

しかし、それを提供する際のメディアや、それを与える場の雰囲気や言葉の前後関係（コ

ンテクスト）によって、受け手の感じかたが大きく左右されることを忘れてはならない。

情報の送り手としては、受け手がどのようなタイミングと状況で、その情報に接するかを

意識する必要がある。そのためにも、万人にいつでも通用するような情報発信というのは

理想ではあるものの、現実的にはなかなか効果が高まらない場合も多い。 
 

コンテンツ（内容）送り手 受け手

コンテクスト（環境・場）

チャンネル（メディア・手法）

 

図２ コミュニケーションの５つの要素 
 

 現在のコミュニケーションの特徴として、文脈力がないということが挙げられる。自

らの感覚を、数少ない形容詞で伝え、すぐに次の話題に移ってしまうのである。 
 その一例に、若者の間で多用されている「てゆうか」という言葉が挙げられる。この

言葉は文脈を断ち切り、自らの話題へと変えてしまう。相手に理解されるコミュニケー

ションのためには、相手に自らのメッセージを受け止めてもらうとともに、相手のメッ
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セージを受け入れることが必要である。会話を重視したコミュニケーションの重要性を

感じさせる。 
 
1-2 流通する情報の増加 

流通する情報の増加は、人々の情報に対する意識を変化させた。すなわち、情報を入手

する力よりも、それを選別する力が必要となったのである。これまで、情報は入手するの

に努力を要しており、また情報を持っているということは、それ自体がアドバンテージの

あることであった。しかし、現在では情報は誰もがアクセスできるものであり、我々は必

要な情報だけを選択し、それだけを理解するようになってきている。いいかえると、「理解

されない情報」が増えてきているということである。 
理解されない情報は、受け手にとって雑音でしかない。そればかりか、理解されない情

報が増加すると、それ自体がストレスとなってしまうといわれている。ネイサン・シェド

ロフの理解の外観によると、受け取られた情報は、会話やストーリーテリングなどによっ

て知識として消化されるといわれている。理解されるかどうかは、受け手が話題として魅

力的なものであるかどうか、また他の人との話題に上るかどうか、によるということであ

る。 

データ
Data

情報
Information

知識
Knowledge

知恵
Wisdom

経験

刺激 理解

コンテクスト

グローバル　→　ローカル　→　パーソナル

調査
創造
収集
発見

発表
分類

会話
ストーリー
テリング
統合

内省
評価
熟考
回顧

プロデューサー コンシューマー

理解の外観　ネイサン・シェドロフより
 

図３ 理解の外観 
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1-3 情報の送り手にもなったこと 

インターネットは、一般市民の情報発信を加速させた。これまで情報の送り手はマスコ

ミなど一部の限られた層の役割であり、一般市民はその受け手でしかなかった。しかし、

インターネット上では多くの市民が情報の送り手となることが可能となってきている。 
これには、二つの特徴がある。一つは、より個人に密接な情報が流通するようになったこ

と、もう一つは情報の送り手が限定されず、多くの人々の個々の価値観による情報発信が

増えたことである。 
個人に密接な情報が流通することで、例えば自らの家族や地域の情報がインターネット

上に流通するようになっている。よりパーソナルな情報が流通するようになったと捉える

こともできる。情報のパーソナル化は、友人や知人同士をより密接にするものであり、言

い換えると社会という大きなコミュニティと比較すると、とても小さいコミュニティが多

く形成されるということでもある。 
また、多くの人々の個々の価値観による情報発信の増加は、受け手にとって見れば、真

偽が定かでない情報が増えていることでもある。 
 
1-4 新たなコミュニティの台頭 

インターネットにおける一般市民の情報発信は、共通の趣味や話題を持つ人々の新たな

出会いを増やしている。その結果、新しいコミュニティが多く形成され、同じ価値観を持

つ人々の間でのコミュニケーションが増えている。 
このコミュニケーションは、解りあえる者同士による交流のため、基本的に心地よいも

のである。しかし、解りあえる者とそうでない者の隔たりが大きくなる危険性もある。地

域社会という大きなコミュニティに属するはずの人々が、より小さなコミュニティにのみ

属することとなり、現実社会に目を向ける機会が減ってしまうことが危惧される。現実の

社会との接点をどのようにして継続的に持っていったらよいか、インターネット世代の台

頭と共に大きな課題となっている。 
 
1-5 治安と犯罪情報の現状 

 ２００５年度の県警本部によるアンケートによると「不安を感じない」と答えている人

は、２割足らずであり、残りの多くが治安に不安を感じている。これは、過去３年間に共

通した傾向である。犯罪件数そのものは減少しているにもかかわらず、体感治安が良くな

いままであることは、コミュニケーション上の大きな課題である。 
 特に、２００５年度には、犯罪情報を得て、なんらかの被害防止対策をおこなったか、

どうか、という問いを設けてみた。被害防止は特にしなかったと答えた人が 61.3%にも上
る結果となった。８割の人が治安に不安を感じることがあるにも関わらず、被害防止対策

は行っていないということになる。 
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図４ 体感治安と、被害防止対策の割合 
 
体感治安への不安があるからといって、それが行動（被害防止対策）に結びつくわけで

はない。行動に結びつかない情報発信は、不安をあおるだけの場合も考えられる。不安を

あおるだけではなく、防犯行動に結びつくような情報発信を心がけなくてはならない。こ

こに、県警本部のコミュニケーションの重要性と難しさがある。 
 
 

 不安を感じることがある 
 ６７．３％ 

 不安を強く感じる 
 １１．１％ 

 不安を感じない 
 １８．７％ 

 特にしなかった 
 ６１．３％ 

 した 
 ３１．９％ 

 犯罪情報を得て、あなた自身なんらかの 
 被害防止対策をおこないましたか？ 

 現在、治安（犯罪）に関して、 
 不安を感じることがありますか 

平成１７年「減らそう犯罪」県民アンケート調査 



 67 

２．情報発信の手法 
 
2-1 社会におけるコミュニティと情報伝達 

この十年における情報流通の発達にも関わらず、現実の社会でのコミュニティは拡がり

をみせていない。県警本部からの情報発信は充実しても、県警本部に足を運ぶ人はそれほ

ど多くない。これは県庁や首相官邸にも同じことがいえる。 
生活に密着しているはずの、交番や公民館、小学校や町内会というコミュニティにおい

ては、インターネットの活用はまだ進んでおらず、地域の情報を得るにはインターネット

がさほど機能していないのが実情である。 
インターネットにおける情報発信は、現在上下の関係と横の関係がはっきりとしている。

首相官邸や県庁、県警本部などの権威を持った組織からの情報発信は充実している。一般

市民への訴求力を増すための努力をおこなっているが、受け手にとっては上下の意識があ

ることから、親しみを持つことが難しいようである。 
一方、横の関係とは、権威に関係ない有人や家族同士の情報発信である。本来は横の関

係といえる、公民館や町内会の情報発信は、まだ充実しているとは言いがたい。さらに、

本来は住民側であるべき公民館や町内会が、ある種の権威を自ら構築し、上下の発信を行

ってしまっているケースもある。 
インターネット上だけで、上下の情報発信と横の交流を共に実現することには、現在の

インターネット上の文化では困難があると思われる。むしろ、意識ある住民が権威からの

情報発信を受けて、それをもとに会話や他のメディアを用いたコミュニケーションへと発

展していく構図が、現在のあるべき姿と考えられる。 
 
2-2 情報の５つの輪 

人々をとりまく情報は、文化情報、ニュース情報、参照情報、会話情報、内部情報という

５つに分類される。これらの関係を下図に示す。インターネットには、ニュース情報と内

部情報をつなぐものがないという大きな特徴がある。 
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文化情報
個人の態度や質、社会全体を決める総体的情報

ニュース情報
メディアを通じてる、現在の世の中の出来事

参照情報
暮らしの中で接する情報。教科書や電話帳、辞書

会話情報
会話を通して交換される情報

内部情報
私たちがもっとも強く影響されているもの

五つの輪「情報選択の時代」1990年Ｒ・Ｓ・ワーマンより

 
図５ 情報の５つの種類の関係 
 
インターネット上の情報は、多くがニュース情報や参照情報である。人々の知識となる

内部情報へと深化するためには、ニュース情報や参照情報が会話情報とともに理解し吸収

されていくことが必要と考えられる。 
そのため、ニュース情報や参照情報が、人々の会話と伴うことが効果的であると考える。

会話には直接対話だけでなく、インターネットや携帯電話などメディアを用いた個人間の

コミュニケーションも大きな意味での会話に含まれる。ＳＮＳやブログなど個人間のコミ

ュニケーションに繋がるような情報の内容もさることながら、それを個人間のコミュニケ

ーションに持ち込む「積極的な受け手」の存在が、県警の情報発信にとっては大きな味方

となる。 
そのためにも、県警が発信する情報を受けて、それを会話に発展させてくれる「積極的

な受け手」として、防犯ボランティアなど地域のコミュニケーションの核となる人々の存

在は大きな力であり、彼らに、地域における地域コミュニケーションの核となるような、

「横のコミュニケーション」の重要性と活用法を、県警から積極的に示していくことに大

きな意味がある。 
 
2-3 横のコミュニケーションと縦の情報発信 

縦の情報発信とは、権威や地位の違いによる、一方的な情報発信を指す。インターネッ
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トのような双方向のメディアであっても、送り手と受け手が明確に分かれていることが特

徴である。受け手にとっては、大変重要な情報であると同時に、反論しがたく、受け手に

よっては、ともすると押し付けられ感のある情報となってしまう。すなわち、防犯意識の

高い受け手にとっては有益な情報でありながら、防犯意識の高くない受け手にとっては、

あまり到達度の高くない情報となってしまう危険性がある。 
横のコミュニケーションとは、権威や地位とは無関係の、対等な個人間のコミュニケー

ションを指す。やりとりされる情報の強制力や説得力が低い反面、多くの受け手が共感や

意識など積極的にその情報に関わろうとする特徴がある。受け手にとっては、同じ立場の

人が、自分よりも多くの有益な情報を持っていたり、高い防犯意識をもっていることによ

って、自らの意識を高めることが考えられる。 
横のコミュニケーションにおいては、送り手のメディア理解が重要な要素となる。送り

手が有益な情報を持っていることを特別な立場と考えてしまうと、横の関係が縦の（主従

の）関係となってしまうことがある。またインターネット上の多くの情報が縦の情報発信

によってなりたっていることから、それらをそのまま模倣すると無意識のうちに縦の情報

発信となってしまうこともある。 
安心・安全に関する情報を、積極的な受け手が再発信する際には、自らの立場をあくま

で地域の一般市民と同化させ、情報の送り手という意識をあまり高く持たないことが寛容

である。そのためにも防犯ボランティアなどの県警の味方を、あくまでの地域社会の窓口

役として位置付け、あまり地域の特別な人と扱わないようにする必要がある。ただし彼ら

のやる気を削がないための工夫も大切であり、そこのバランスを彼らとともに考えていか

なければならない。この部分が横のコミュニケーションを成功させる重要な要素である。 
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３．効果的な情報発信の方策 
3-1 意識と行動の両立 

 体感治安で不安を感じている人々に対して、安心・安全を感じてもらうためには、それ

ぞれが高い意識をもち、また日常的に防犯を心がけることが必要であると考えられる。 
具体的な犯罪情報は、一般の受け手にとっては非日常な情報であり、その情報だけをも

って、日常の「安心・安全」まで高めることは、困難である。 
そこで、下図に示すような「認識」または「孤立」のステップを踏んで「安心・安全」

に到達させる仕組みを考えていく。 
 

不安

認識 安心・安全

孤立

現
状
認
識

個
人
と
地
域
の
関
係

社
会
参
加

個人で対策可能な
情報

参加呼びかけ
活動のルーチン化

認識とのギャップ
ランキング
傾向データ

「私」が主語の呼び
かけ

コミュニティ
会話

（インターネットでは
難しい領域）

具体事例
活動効果の発信

意識が高い

意識が高くない

日常的非日常的

 
図６ 情報の種類と意識の関係による、効果的な情報のありかた 
 
3-2 認識とのギャップ・対策可能な情報 

 
 ランキングや傾向データなど提供された情報と、認識とのギャップがあることで、受け

手の興味が生まれる。現状を認識させ、個人と地域の関係を考えるきっかけとなることが

期待される。 
 また、不安を感じる状況下において、なによりも求められるのは、すぐにできる対策の

情報である。 
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情報の印象の高さの傾向を、大学生と社会人にインタビュー調査（サンプル数１０名）

したところ、回答は以下の３点に集約された。 
• 図解（グラフ、地図）--- 分布、時系列傾向、ランキング 
• 防犯の方策（被害者の生の声）--- 具体的な行動 
• 情報のローカルさ（市町村、駅、学区）--- 対象者の限定 

 
犯罪がゼロの状態が安心安全な状態と思われることが多い。もちろん犯罪数が少ない

ことは、体感治安に大きな影響を与える。しかし、犯罪数だけが体感治安に関わってい

るのではない。例えば、犯罪が実際に起きてしまった場合に、講じることの出来る対策

が明確になっているかどうかは、体感治安に大きく関係する。これまで起きている件数

ではなく、今後のための情報、例えば、起きてしまった場合の対応、被害を軽減するた

めの対策といった情報は、体感治安に大きな関係がある。 
これまでの情報（犯罪数などの統計情報）とともに、具体的な対応や対策の情報を与

えることで、体感治安を高めることができると考えられる。 
 
3-3 データを正確に伝える表現方法 

 ギャップのあるデータを正確に伝えることを目標として具体的な手法としては、図表を

用いることが効果的である。 
図表は、受け手の解釈によって、意味が異なることが特に多い。そのためも、図表には

解説をつけることで訴えたい情報を正確に伝えられると考える。 
図表の作成には、大きな手間がかかるので、典型的な図表のパターンを「ひな型」とし

てまとめるといったノウハウの蓄積が必要であろう。 
 データは相手に理解されて始めて情報となる。理解されない情報発信は、単なる言葉

や数値の羅列である。 
情報の分類の方法は、 
・ アルファベット、五十音 
・ 物理的な位置 
・ 分野、ジャンル、カテゴリー 
・ 時間軸 
・ 階層、物理量 
の５つに大分される。日ごろ見慣れた情報でも、違った並べ方（視点）で情報に接する

と、新鮮味があることが多い。既成概念とは違う情報を得るためには、奇をてらった手

法があるのではなく、情報の並べ方をいつもと違えることで十分可能なのである。 
 

3-4 到達度を上げるためのメディアの性格 

用いるメディアの性格をはっきりとさせることで、受け手にも親しみやすく受け入れや
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すいメディアを形成することも重要なポイントである。 
速報性の高いメディアと、定期性のあるメディアを使い分けるようにしたい。速報性の

高いメディアにおいては、新規性の高い犯罪、増加が著しい犯罪への注意喚起などに重点

をおき、定期性のあるメディアにおいては、比較、傾向など治安の現状と予防情報の提供

に重点をおくことが考えられる。 
速報性の高いメディアにおいても、犯罪情報や注意喚起だけではなく、なにかしらの対

策情報を併せて発信することが、体感治安を高める上で重要である。 
 
3-5 メディアのデザイン 

 得られた情報をより魅力的なものとするために「デザイン」というものがある。デザ

インの良し悪しは「センス」という言葉で片付けられがちであるが、その大半は学ぶこ

とのできる技術である。 
特にポスターやちらし、パンフレットなどの設計において、「伝わる」コミュニケー

ションデザインを考える際に、留意すべき点は以下の通りである。 
① ターゲットとメッセージを明確にする 
② データは図示し、注釈を必ずつける 
③ フォント（文字種）は二種類までに留める 
④ 配色は、よい見本を真似する 
⑤ 作る前に、完成イメージを紙に描く 

 上記は、ちらしやパンフレットを作成する場合に一般的にいえることである。 
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４．結果と課題 
4-1減らそう犯罪通信の改良 

 広島県警が毎月発行している「減らそう犯罪通信」の犯罪情勢の項目について、図表の

種別の見直しと、図表に対するコメントの付加を中心とした改良を指摘し、県警本部に改

良のご協力をいただいた。その結果、情報のわかりやすさ、到達度が向上したものと思わ

れる。 
 
 

 
図７ 減らそう犯罪通信の改善前（左上）と改善後（右下） 
 
改善された減らそう犯罪通信について、具体的な改善点を下図に示す。 
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図８ 減らそう犯罪通信の主な改善点 
 
4-2 防犯ボランティアなどとの意見交換 

 県内各地区における講演会において、防犯ボランティアのメンバーに対して、情報発信

のあり方、特に意識の高さを共有させるための方策として横のコミュニケーションの重要

性と、情報のわかりやすさについて、説明をおこなった。 
 これらはすぐに効果が現れるとは考えにくい。しかし、今後も継続して防犯意識を高め

るためにもコミュニケーションメディアの特性を学ぶ機会を提供していくことが必要であ

ると感じた。市民の安心安全に対する意識が、徐々に能動的に変化していくことを期待し

ている。 
 
4-3 県警本部のイメージアップ 

 県警本部の情報発信における、上位下達のイメージを緩和させるために、また、犯罪が

おこりにくい環境を実現するために、イメージアップ戦略をベースとした広報を、県警本

部に実施していただいた。 
 この取り組みでは、広島市民の意識が高いことを互いに再認識させることを主眼におい

ている。これによって、犯罪が起こりにくい環境を実現すると共に、市民の意識を高める

効果を狙っている。このようなイメージアップ戦略の効果を、今後は注目していきたい。 
 

データの図示と、コメント 
注目すべき文字だけを着色 

傾向に対する対策を明示 
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4-4 縦の情報発信におけるデザイン 

 縦の情報発信においては、とかくイメージ先行となりがちである。文字を極力減らし

て大きな写真や図絵を主としたポスターやちらし、パンフレットを作成するケースが多

い。しかし、これら写真や図絵は、送り手の伝えたいことが受け手に伝わるとは限らな

い。むしろ、受け手の文化、経験、知識、価値観による差異によって、解釈が異なって

しまう危険性がある。 
 写真や図絵は、受け手に大きなインパクトを与える。しかし、それらを補完し、伝え

るべきメッセージを表現する文章こそが、送り手の真意を伝えるものであることを忘れ

てはならない。 
 前述の通り、図表には説明文を付加することはもちろんだが、アイキャッチとしての

写真や図絵だけでなく、その後に読みたくなるメッセージを文章で表現することで、よ

り効果的な情報伝達が可能となる。これによって縦の情報発信が、人々の横のコミュニ

ケーションへと発展していくきっかけを与えることが期待できる。 
 
4-5 外国人や障害者への情報発信・コミュニケーション 
 情報の受け手としての広島地域に住む外国人や障害者の存在は、その数を無視すること

ができない。彼らにとって、理解できない情報の氾濫は大きなストレスを生む。 
しかし、外国人の日本語語学能力や解する言語、障害者の種類や程度は多岐に渡る。県

警による縦の情報発信では、それらを個別に対応することには限界がある。 
 インターネットや放送メディアの普及によって、これまで空間的には疎であったマイナ

ーな受け手が交流できるようになった。例えばスペイン語の新聞や放送は、これまでの新

聞の流通や地上波放送では受け手が限られビジネスにならなかったが、県内や国内を相手

にすれば十分にビジネスになる母集団がある。メディアの発達によりマイナーコミュニテ

ィが機能するようになったのである。 
 そこで、県警からの縦の情報発信は、あくまで日本語による県民向けの情報とし、それ

らが地方ごとや、言語、障害の度合いによって、転換されるような仕組みが考えられる。

県警による縦の情報に対して、マイナーコミュニティによる横のコミュニケーションを用

いるということである。県警は、これらマイナーコミュニティの積極的な情報発信者と積

極的に人的ネットワークを構築し交流を密にすることが望まれる。 
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さいごに 
日本社会は「安心」、アメリカは「信頼」といわれてきた。安心と信頼は、あまり区別さ

れずに用いられることもあるが、明確な違いがある。正確な情報の不足を、信頼や契約で

補う社会もあれば、正確な情報が満たされている「安心な」社会もある。 
• （相手の意図についての）情報が必要なのに、その情報が不足している----「信頼」
が必要 

• その情報が満たされている（相手の行動が完全に予測可能な状態）-------「安心」な
状態 

今後、社会がインターネット化していくのか（これによって信頼を要するようになる）、

または必要な情報が満たされていくのか（安心できる社会の実現につながる）、市民と社会

の関わりは、今後マスコミや市民メディアがどう発展し、生活に受け入れられていくかに

よって決まるものと思われる。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


