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１ 悪化するわが国の治安 

 
わが国の治安は､最近急速に悪化して

いる。平成１４年版犯罪白書及び平成１

４年警察白書によると、平成１３年の刑

法犯認知件数は２７３万５，６１２件（交

通関係を含めた認知件数は３５８万１５

２１件）と戦後最高を記録し､過去１０年

間で約１００万件の増加となっており､

とりわけ刑法犯認知件数の９割近くを占

める窃盗犯の増加が著しい（第１図参照）。

また、過去１０年間で路上強盗とひった

くりの認知件数はそれぞれ４．５倍､３．

６倍に増加するなど、路上犯罪の大幅な

増加が目立っている。また、外国人によ

る凶悪犯や組織窃盗事件が増加するとと

もに、少年非行の凶悪化、粗暴化が進展

し、ひったくりの総検挙人員に占める少

年の割合は７割を超えるなど、少年非行

が深刻化している。 
このような状況ではあるが、欧米主要

国と比べると､幸いまだ件数､発生率とも

下回っている（第２図参照）。ただ、刑法

犯の検挙率は､平成４年以降平成１０年

までの間、４０％前後で推移していたが、

平成１１年から大幅に低下し､平成１３

年には 19.8％と戦後最低を記録しており、
国際的に見ても低下傾向が著しい（第２

図参照、出典：平成１４年版犯罪白書）。 
 また、都道府県別の刑法犯認知件数（交

通業過を除く）では、大阪府が一番多く、

３２万７２６２件で全国の 12%を占め､
次いで東京都が２９万２５７９件で全国

の 10.7%を占めている。 
 
 このように犯罪が増加し、治安が悪化

する中で､防犯まちづくりが大きな課題

となっている。本稿では､都市と犯罪の問

題について、世界的な観点からはどう捉

えられているのかを国連 HABITAT（国
連人間居住センター）等の文献によって

簡単にみてみることとする。 
 
２ 国連 HABITAT（国連人間居住セン

ター）の分析 

 
都市における犯罪の増加は世界的な問

題であり、国連 HABITAT は、次のよう
な指摘を行っている。以下は、HABITAT
の文献“Some facts about urban crime”
の関係部分を要約したものである。 

 
（１）犯罪の世界的な増加 

 
先進国、途上国を問わず、世界の多く

の大都市において犯罪の増加が問題とな

っている。 
先進国においては、１９７０年代から

９０年代にかけて人口１０万人以上の都

市において、犯罪が年３～５％の割合で 



 

 
    出典：平成１４年版犯罪白書 

 



 



増加した。その後、９０年代の初めから

は、種々の犯罪防止策と取り締まりの強

化によって犯罪発生率は横ばいとなった

が、１２歳から２５歳の若年層の犯罪は

増加を続け、特に、１２歳から１８歳の

少年による犯罪はますます暴力的になり、

学校内暴力が大きな問題になっている。

また、初犯年齢も低下し１２歳にまで下

がっている。 
途上国においては、８０年代以降、犯

罪が相当増加し、しかも今日までずっと

増加を続けており、また、若年層による

犯罪は幾何級数的に増加している。また、

路上生活のこども、退学者、社会的な疎

外、内戦と内戦に伴う武器取引の問題が

状況を悪化させている。しかも、この犯

罪の増加の背景には、一方においては麻

薬取引と麻薬の使用の増加があり、他方

においては組織犯罪のグローバル化があ

る。 
 
（２）犯罪の増加の原因 

 
 都市における犯罪の原因は多面的であ

り、いくつかの要因が組み合わさったも

のであるが、主要なものとして社会的、

制度的な要因と物的な都市環境に係るも

のがある。 
 このうち都市環境に係る要因としては､

都市化のプロセスのまずい管理､不十分

な都市サービス､都市管理政策に治安の

問題を組み込まないこと､うまく管理さ

れないパブリック・スペースの出現とい

ったことが主要なものである。また、あ

る区域の混乱と無法化が周辺地域一帯の

無法地域化へと発展してゆく。 

（３）犯罪の増加の影響 

 
犯罪の増加がもたらす最も重要な影響

は、多くの都市住民の間に共通の、漠然

とした、しかも客観的ではない不安感が

拡がることである。このような不安感は、

人々のあらゆる恐れ、すなわち、雇用、

健康、子供の将来、家庭内暴力、窮乏化

の可能性等に関する不安感となって現れ

る。そしてそれは、人々がショッキング

な犯罪や比較的小さな犯罪やバンダリズ

ムの増加に直面して、無力感や不可解な

感じや自暴自棄的な印象をもつことから

生じる。また、このような認識は情緒的

な性格のものであるため、事実を誇張し

たり、噂を生んだり、社会的な紛争を引

き起こしたりする。さらに、漠然とした

恐怖感は、コミュニティや社会の基盤を

脅かすような空気を醸成しかねない。 
都市のレベルにおいては、不安感は、

一定の居住区域の放棄、恐怖感の増大、

地域やコミュニティの悪評、都市への投

資の引き上げ又は拒否、さらにはリンチ

を伴う私的裁判の発生などを結果として

引き起こしている。しかしながら、前向

きな面を評価すれば、このような不安感

は、自己防衛や新たな形の社会慣行の発

達へとつながってもいる。 
 
犯罪の増加の第二の影響は、貧しい層

へのインパクトである。社会のすべての

層が治安の悪化の影響を受けるが、貧困

層は自分たちを守る手段を持たないため

により深刻な影響を受ける。 
 
犯罪の増加の第三の影響は、治安の悪



化に伴う全体的なコストの増加であり、

それは先進国においてＧＮＰの５％から

６％、途上国においては８％から１０％

に及んでいる。 
 
犯罪の増加の第四の影響は、民間警備

会社の増加であり、それは２０世紀末に

おいては途上国で年率３０％、先進国に

おいて同８％の増加となっている。そし

て、多くの国において民間警備員の人数

のほうが警察官よりも多くなっている。

しかも、例えば、米国や中国の場合のよ

うに、政府自体が民間警備を推奨してい

るところも多い。ただ、民間警備の発達

に伴う大きな問題は、警察と警備会社と

の間での行動と責任の問題並びに警察官

の採用に関するものである。因みに、民

間警備員の多くが元警察官又は元軍人で

ある。 
 多くの国では、経済的な理由で民間警

備を受け入れている。なぜならば、民間

警備のほうが、短期的には公的警備(警察)
よりもコストが低いようにみえるからで

あるが、いままでところ民間警備の急激

な発達が犯罪の減少に結びついていると

いう明確な分析はなく、逆に犯罪の増加

がみられるケースもある。例えば、民間

警備が盛んなコロンビア、米国、南アフ

リカでは、犯罪と受刑者の顕著な増加が

みられる。また、民間警備のコストは、

社会のどの層でも負担できるものではな

いし、長期的には公的警備(警察)よりもコ
ストが安いとはいえない。ＥＵ(ヨーロッ
パ連合)では、人口のわずか５％が民間 
警備を利用できる。 
 

犯罪の増加の第五の影響は、この問題

に対処するために政府など公的部門によ

ってなされた試みである。これには大き

く分けて二つのアプローチの仕方がみら

れる。一つは、中央政府が抑圧的方法

(repression)によって治安を強化しよう
とするものである。これらの抑圧的手段

としては、警察官の増強、刑期の延長、｢ゼ

ロ・トレランス｣のように管理が難しくま

た問題の多い手段などがあり、また、年

少者に対する夜間外出禁止措置や刑事処

罰年齢の引き下げを含むものである。 
もう一つのアプローチは、犯罪の未然

防止(prevention)に重点をおくものであ
るが、これは二つのやり方に分かれる。

一つのやり方は、治安悪化に対する戦い

の中央集権化であり、これは警察官をキ

ィープレーヤーとするものである。もう

一つのやり方は、警察の責任を地方公共

団体や民間団体に委譲することによって

治安悪化に対する戦いを分権化するもの

である。この分権的やり方は、地方警察

を自治体に依存している米国やカナダの

ような国においては実施が容易である。

そして、集権的やり方、分権的やり方の

いずれを選ぶかについては、中央政府と

地方自治体との間でしばしば対立があり、

現にヨーロッパ、アフリカ、ラテンアメ

リカのいくつかの国においてこうした対

立がみられる。 
また、いくつかの政府は、対象となる

犯罪のタイプによって抑圧的方法、未然

防止的方法のいずれかを選択している。

例えば、米国では、比較的軽度の犯罪に

対しては抑圧的方法を選択する傾向にあ

る。 



しかしながら、麻薬の使用に関しては、

政府は、徐々に未然防止に重点をおく政

策を展開してきている。また、この点に

関しては、一つの国の中でもいくつかの

都市や地方では抑圧的方法が採られ、他

の都市や地方では未然防止的方法が採ら

れるということもまれではない。もっと

も重要な例は米国の場合で、いくつかの

都市では非常に優れた未然防止策を展開

しているのに対して、他の都市では抑圧

的方策のみに重点を置いている。 
 
抑圧的方法は、即効性があり、短期的

な世論を満足させることができる。有権

者は、警察力の増強、鎮圧の強化といっ

た一層の治安対策を求め、受刑者の増加

が凶悪犯罪者の防止になると単純に考え

る。しかしながら、抑圧的方法のコスト

は未然防止的方法のコストよりずっと高

く、短期的で限られた範囲の効果しか持

たないということが明白になっている。

しかし、未然防止的方法にとっての最も

大きい障害は、政府がお金をつぎ込む意

欲に乏しいことである。また、未然防止

的行動を促進するための法律的枠組みの

欠如も大きな障害となっている。都市が

未然防止的アプローチを採ろうとしても、

法律的、財政的な能力を持たないことが

多い。 
 

３ 都市計画と犯罪の関係について 

 
都市計画と犯罪の関係、すなわち、都

市計画が都市における犯罪を防止､減少

させることができるか、ということに関

して、欧米での経緯を踏まえ世界的な視

点から簡潔にまとめられたものとして､

米国ミシガン大学のMitchell J. Rycus教
授による分析、“Can Sound Urban 
Planning Help Reduce  Crime?” があ
り､ 要旨以下のような指摘がなされてい
るので御紹介する（なお、原文のみから

ではわかりにくい点については､筆者に

おいて他の文献を参照の上補った。）。 
なお、都市計画や建築設計により犯罪

を防ぐことに関するわが国の取り組みは

比較的新しく､下記（５）に示されている

１９７０年代の米国における Crime 
Prevention Through Environmental 
Design (CPTED 防犯環境設計)という考
え方の影響を受けて１９８０年頃から警

察を中心に始められたとされている。 
 

（１）１９世紀末から２０世紀初頭にか

けて米国で「City Beautiful」運動という
のがあり、それは、より快適な物理的都

市環境を得たならば、人々はより犯罪を

行わなくなる、という考えに基づいてい

た。すなわち、都市の居住環境や治安の

悪化に直面して、都市を美しくすれば、

都市の貧困層の間に市民としての忠誠心

を醸成し、道徳的な矯正が行われると考

えられたのである。しかし、公園、大き

な街路、美しい建物の整備は、結局、犯

罪や暴力行為を効果的に減少させはしな

かった。また、一定の居住区の周囲をゲ

ートや壁で囲むことも犯罪の減少にはつ

ながらなかった。 
 
（２）都市における犯罪や暴力行為の増

加は、複雑な社会的、政治的、経済的要

因によるものである。この点に関して、



世界の多くの都市でみられる現象は次の

ようなものである。すなわち、人種的又

は民族的に差別され、居住環境が悪化し

たコミュニティの存在が、経済的な差別

や政治的な権利の剥奪とともに、都市に

おける犯罪の最大の要因である。もし、

民族的、人種的にマイノリティに属する

者が、自分たちは権利を奪われており、

経済的な成功を収めるには犯罪によるし

かないと感じるならば、そこでは高い犯

罪発生率となる。さらに、これらの者が

武器を入手することができるならば、犯

罪は暴力的なものとなる。 
 
（３）それでは、劣悪な都市計画は犯罪

と暴力行為の原因となるのかというと、

そうではない。なぜなら、都市計画が劣

悪でも犯罪の少ない所は世界中に数多く

あるのである。しかし、「都市計画は都市

における犯罪や暴力行為を減少させるこ

とができるか」といえば、答えは、イエ

スである。 
 
（４）犯罪を行うには３つの要素がある。

すなわち、機会、能力､動機である。とこ

ろで、都市プランナーは、都市計画部局

と地域住民とを結びつかせる役割を多く

の場合もっている。犯罪の防止の観点か

らは、犯罪の加害者又は被害者になるの

は、移民､高齢者、若者､女性とマイノリ

ティであり、都市プランナーは自分たち

のコミュニティにおいてこれらの人々と

交流しなければならない。そして、プラ

ニングをする場合には、犯罪を減少させ

ることを考慮に入れるべきである。 
 

（５）そして、都市デザインの観点から犯

罪の防止に取り組もうとするものとして、

Crime Prevention Through 
Environmental Design (CPTED 防犯環境
設計)というアプローチが１９６０年代以
降欧米で発達してきている。このアプロー

チによると、都市における犯罪の防止､減少

のために、都市プランナーや建築家は次の

ような役割を果たすべきだとされる。すな

わち、都市プランナーは、都市デザインの

観点から犯罪の機会を減少させるように留

意すべきであり、そのためには公園､歩道な

どのパブリック・スペースを犯罪を減少さ

せるような設計にすべきである。また、建

築家は、犯罪に対して安全な建物、特に公

共住宅（とりわけ低所得者向けの）を設計

すべきである。しかし、多くの都市におい

て、新築の公共住宅の割合は既存の公共住

宅戸数に比べてわずかであるので、既存の

公共住宅の改良が犯罪対策として行われる

べきである。また、都市プランナーは、警

察、警備会社､保険会社等と協力して、民間

住宅､事業所､銀行等の設計面での安全対策

について助言や提案を行うことができる。 
 
（６）また、雇用の機会、職業訓練及び

公正な雇用が犯罪を抑制するために必要

な経済的要因とされるが、いくつかの国

においては、都市プランナーが地元の経

済発展プログラムの計画､執行に携わる

ことがある。これらのプログラムはしば

しば住民を仕事の割り当てや建設作業に

従事させるが、このことがコミュニティ

を当該プロジェクトへ向けて団結させ、

また、住民にそれまでには得られなかっ

た経済的な機会を与えることになる。さ



らに、都市プランナーは、犯罪の防止に

取り組む警察や諸団体の仲介役となるこ

とに長く関わっており､また、コミュニテ

ィを政治的な意思決定プロセスに関与さ

せるという機能を果たす。 
 
（７）これらは、犯罪機会の減少､ 動機

の変化、犯罪能力の減少によって犯罪を

減少させるために都市プランナーが果た

す役割の一例である。都市計画は単に土

地利用の図面とゾーニングではない。計

画プロセスにもっと社会的､政治的､経済

的要因を取り込むことによって、都市プ

ランナーは犯罪や暴力行為の減少にイン

パクトを与えることができるのである。 
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