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１．はじめに 

 

近年、子供連れ去りなどに代表される信じられない犯

罪が、たびたび報道されている。犯罪の認知数自体は、

年々減少傾向にあるものの、その発生が人々に多大なる

不安を与えることに変わりはなく、犯罪に対する不安が

高まっていることも事実である。犯罪が起きる要因は、

かつては犯罪者の性格や彼らのバックグラウンドにある

とする「犯罪原因論」が主流であったが、1970年代には、

犯罪が行われる場所の環境やシチュエーションに着目す

る「犯罪機会論」が唱えられるようになり、防犯環境設

計（CPTED）などに代表される、様々な防犯の理論が生

まれた1)。それらの中には、犯罪抑止の要素として、

「自然な監視性」の増加が含まれている。 

ところで、人々の居住する家々に面する、生活道路に

おいては、安全・安心というと、交通安全に関する議論

が多かった。日本の交通事故の発生件数も、犯罪の認知

件数と同様に、減少傾向にある。だが、悲惨な事故の完

全なる撲滅が近いわけではなく、一層努力していくこと

が望ましいのは言うまでもない。したがって、真の安

全・安心のためには、防犯および交通安全の両方からの

検討が必要なのである。 

交通安全を検討するにおいては、交通量、特に自動車

の交通量について調べ、自動車への対策を検討する、と

いうのは一般的である。一方、防犯の場合はどうなのか、

という疑問も生まれる。先に述べた、犯罪抑制の要素で

ある「自然な監視性」は、不特定多数の人が公共空間を

見渡すことができること、またはそのような人の目があ

ることをいう。交通面からは、自動車の運転手、自転車

に乗る人、歩行者といった人たちの目に、「自然な監視

性」があるといえそうである。このように、防犯と交通

安全に、どちらも交通量（特に自動車）が関わるという 
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点で、両者に接点があるといえそうであり、本研究は、

それに注目し、実際には犯罪不安や交通事故不安に、交

通量がどのように関わっているのかを確かめることを目

的とする。 

 

表－1 交通量（特に自動車）と 

監視性・交通安全との関係 

 交通量が多い 交通量が少ない

監視性 増加する 減少する 

交通事故 起きやすくなる 起きにくくなる

 

既に、交通量と人通りが多いことは不安を感じない空

間であると示唆する研究2)や、犯罪発生地点や不審者出

没地点は交通量が少ない傾向にあると見出した研究3)な

どが存在する。しかし、本研究では、実際に犯罪が発生

した地点に、人々が感じる犯罪不安感を合わせて、自動

車をはじめとする交通量と比較する。また、交通事故の

不安に関しても、同様に交通量と比較する。 

 

２．調査による道路の安全・安心評価と特徴の把握 

 

本研究では、以下に述べるように、埼玉大学周辺の生

活道路12箇所（図－1）を対象とし、いくつかの調査を

行った。それらは、大きく2種類に分けられる。 

 

（１）不安と交通量の関係分析のための調査 

研究の背骨ともいえる、不安感と交通量の関係を調

べるために必要な調査は、以下の2つである。 

a）アンケート調査（2010年1月） 

犯罪不安感や交通事故不安感を、道路ごとに知るため

に、アンケート調査を行った。なお、「防犯アンケー

ト」と「交通安全アンケート」の2種類を作成し、別々

の回答者に回答してもらった。その概要を表－2に示す。

結果のうち分析に関係する部分は次･次々章で紹介する。 

b）交通量調査（2010年1月） 

実際の交通量と比較するために、アンケート調査と同

じ道路を対象として、1時間当たり交通量の測定を行っ

た。それらの概要は表－3に示す通りとする。結果は次

章で紹介する。 
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図－1 調査対象道路（埼玉大学周辺）4) 

 

表－2 アンケート調査の概要 

 

表－3 交通量調査の概要 

15時～16時
16時～17時

測定項目

測定時間帯

自動車交通量
自転車交通量
バイク交通量
歩行者交通量
10時～11時
11時～12時

 

（２）対象の各道路の特徴を把握するための調査 

アンケート調査により、人々が道路をどのように感じ

ているのかは把握できるが、実際はどうなのかを知るた

めに、同じ道路を対象として、不安の要因を聞くアンケ

ート設問に即した調査や、それ以外でも道路がそれぞれ

どのような道路なのか把握するための調査を、さらに行

った。 

 a）照度調査（2010年2月） 

不安要因の項目の1つ、「暗くて不安」の裏付けをと

るため、照度を測定した調査。照度は水平照度とし、無

作為な測定地点とするため、各道路とも10mごとに、新

月の日を選んで測った。なお、街灯の真下などに当たっ

た場合、著しく大きな値が測定されてしまうことと、相

対的照度を考えるため、データとしては算術平均を用い

ず、85パーセンタイルと、最大明暗差を計算した。結果

は次章で示す。 

 b）道路幅員調査（2010年7月） 

不安要因の項目の1つ、「道幅が狭くて不安」の裏付

けをとるため、道路幅員を測定した調査。無作為な測定

地点とするため、各道路とも50mごとに測った。交差点

地点での膨らみで大きな値が観測されることを見越し、

85パーセンタイルを計算した。結果は次章で示す。 

c）道路の様子調査（2010年1月及び7月） 

その他、道路の特徴として、いくつかの事柄を調べた。

便宜として、実際の犯罪や事故発生もここに含むことと

する。分かった事柄は次章でまとめて示す。 

 

３．道路の実際と住民の不安感 

 

（１）各道路の特徴（調査の結果） 

２．の（１）の b）交通量調査や、（２）の調査の結

果明らかになった各道路の特徴を、表－4、5に示す。 

 

表－4 各道路の1時間あたり交通量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*4つの時間帯での測定値を平均したもの 

自動車交通量
（台/時）

バイク交通量
（台/時）

自転車交通量
（台/時）

歩行者交通量
（人/時）

大‐A 152 16 133 41

大‐B 53 5 69 34

大‐C 32 4 32 7

領‐A 25 8 71 28

領‐B 14 4 49 37

領‐C 16 5 56 58

北-A 65 5 104 27

北-B 5 3 257 20

北-C 40 5 33 16

南-A 101 19 295 30

南-B 19 1 33 44

南-C 9 1 15 13

配布部数

回収部数
回収率

防犯アンケート

600部
58部

9.67%
不安な犯罪の種類

子どもへの声かけ

主な設問

不安な
犯罪

or事故

度合い

不安な
要因

その度合い
犯罪不安の要因

その度合い

ひったくり
ちかん
不審者

あまり不安でない

漠然とした不安
人通りが少ない

知らない人が通行
沿道の建物の様子

暗い
自動車が多い

人通りが多い

不安でない

わからない

交通安全アンケート

600部
74部

12.33%
不安な事故の種類

その度合い
事故不安の要因

その度合い

自動車が少ない
バイクが多い

バイクが少ない
不安

やや不安

自動車事故
自転車事故
バイク事故

子どもの事故

漠然とした不安

わからない

歩道がない
道幅が狭い

暗い
自動車が多い
自動車が速い
バイクが多い

バイクが速い
不安

やや不安
あまり不安でない

不安でない



表－5 各道路の特徴 

*カーブミラー設置率は、(カーブミラー設置箇所数)/(交差点
またはT字路の数) 
*犯罪・事故発生は、埼玉県警HP5)の「事件事故発生マップ」の、
2009年8月1日～11月31日のデータによる 

 

（２）住民の不安感と実際との差異 

アンケート調査では、住民が道路を、8種類の理由に

ついて、不安に思う度合いを聞いているのは表－2の通

りである。その不安理由を「そう思う」「ややそう思

う」と答えた人の合計の割合と、（１）の結果と照合し、

住民の不安感と実際で差異があるかを確かめた。特に著

しく差異があると思われたものだけ、表－6により説明

する。なお、「歩道がない」に関しては、どの道路にも

歩道はない（2010年7月現在、北-Aでは歩道設置の工事

中である）。また、「知らない人が通行している」「沿

道の建物の様子」に関しては数値的もしくは絶対的な事

実としての確認がしにくいため、比較の対象にしていな

い。そして、「自動車が速い」「バイクが速い」も、ス

ピードガンなどによる速度調査を実施していないため、

比較の対象にしていない。 

 

表－6 不安感と実際の違い（代表的なもの） 

このように、住民の道路に対する認識と、実際の状況

とで、若干のずれがあることもあった。しかし、おおか

たは一致していた。また、各道路の特徴を把握すること

ができた。 

 

４．犯罪不安及び事故不安と交通量の関係分析 

 

アンケートによってそれぞれの道路で数種類の犯罪や

事故について、住民がどのくらい不安に感じているかが

明らかになったので、測定したそれぞれの交通量との関

係を探っていく。 

 

（１）各道路間の交通量の差 

不安感と照らし合わせる前に、そもそも各道路間でそ

れぞれの交通量に差があるといえるかを、分散分析を行

って確かめた。標本は道路1本につきそれぞれの時間帯

の測定データ4つずつで計48つである。 

 

表－7 分散分析の仮説と計算結果 

 

帰無仮説はどの交通量の場合も棄却されるので、交通

量による不安感の多少について考えるのは全くの無意味

というわけではないといえる。 

 

（２）犯罪不安及び事故不安と交通量の傾向 

次に、各交通量の平均をx軸、それぞれの犯罪や事故

を「不安」+「やや不安」と答えた人の割合をy軸にとっ

てグラフを書き、傾向を調べた。代表的なグラフを以下

に載せる。 

 

図－2 犯罪不安と交通量の関係（代表的なもの） 

幅員(m)

85
パーセン
タイル

最大
明暗差

85
パーセン
タイル

白
線

路上
駐車

速度
規制

（km/h）

カーブ
ミラー

設置率(%)

犯罪
発生

事故
発生

大‐A 6.40 21.43 5.9 あり あり 30 100 あり あり

大‐B 2.69 6.52 6.1 なし なし 30 100 なし なし

大‐C 7.67 12.34 4.7 なし あり 30 67 なし なし

領‐A 7.18 30.04 3.9 なし なし 30 36 なし なし

領‐B 5.66 9.60 4.2 なし なし なし 75 なし なし

領‐C 1.19 10.78 3.4 なし なし なし 交差点なし なし なし

北-A 9.60 27.74 6.8 なし なし 30 80 なし なし

北-B 3.90 5.75 3.8 なし なし なし 33 なし なし

北-C 5.88 6.75 4.2 なし あり なし 25 なし なし

南-A 6.53 11.03 4.1 なし あり 30 70 なし あり

南-B 3.97 6.02 4.5 なし なし なし 50 なし なし

南-C 7.03 11.12 4.1 なし あり なし 43 あり なし

照度(lx) 道路の様子

帰無仮説 変動要因 平均平方 F観測値 F境界値(5%)

級間 7652.839
級内 154.326
級間 122.432
級内 15.125
級間 32973.703
級内 2724.007
級間 827.773
級内 218.653

自動車
交通量

バイク
交通量
自転車
交通量
歩行者
交通量

各道路間で自動車交通量
の平均に差はない

各道路間でバイク交通量
の平均に差はない

各道路間で自転車交通量
の平均に差はない

各道路間で歩行者交通量
の平均に差はない

2.067

49.589

8.095

12.105

3.786

自動車が
多い(%)

自動車が
多い(%)

道幅が
狭い(%)

暗い(%) 暗い(%)

アンケート

種類
犯罪不安 事故不安 事故不安 犯罪不安 事故不安

大‐A 33.3 78.9 152 57.9 5.9 26.7 52.6 6.40

大‐B 13.3 31.6 53 36.8 6.1 73.3 78.9 2.69
大‐C 20.0 36.8 32 57.9 4.7 60.0 47.4 7.67
領‐A 68.8 68.4 25 89.5 3.9 56.3 73.7 7.18
領‐B 6.3 26.3 14 42.1 4.2 50.0 42.1 5.66
領‐C 18.8 21.1 16 84.2 3.4 56.3 73.7 1.19
北‐A 18.2 44.4 65 16.7 6.8 45.5 38.9 9.60
北‐B 18.2 22.2 5 83.3 3.8 45.5 55.6 3.90
北‐C 36.4 50.0 40 66.7 4.2 45.5 55.6 5.88
南‐A 62.5 83.3 101 94.4 4.1 43.8 77.8 6.53
南‐B 6.3 16.7 19 61.1 4.5 50.0 44.4 3.97
南‐C 6.3 5.6 9 22.2 4.1 43.8 33.3 7.03

説
明

自動車
交通量
平均

(台/時)

幅員(m)
85パーセン

タイル

照度(lx)
85パーセン

タイル

領-Aでは、自動車交通量は
比較的少なめなのに、犯罪不
安、事故不安とも、肯定的な
人の割合が3分の2以上い
る。
南-Cは、肯定的な人の割合
自体は妥当であるが、微小で
はあるが12本中唯一事故不
安として肯定した人の方が割
合が少ない。

大-Aでは、幅員は比
較的広めなのに対
し、道幅が狭くて不安
な人の割合が6割近
い。
一方南-Cでは、幅員
が狭めかつ南-Aと同
じなのに、道幅が狭く
て不安な人の割合は
2割強しかいない。

領-Aでは、照度としては比較的
明るいのに対し、暗くて不安な人
の割合は5割以上や7割以上と
高い。
大-Cでは比較的明るいのに対
し、犯罪不安として暗くて不安な
人が6割に達する。
また、南-Aではこちらも比較的
明るいのに対し、事故不安とし
て暗くて不安な人が8割近くに達
する。



図－3 事故不安と交通量の関係（代表的なもの） 

 

グラフに示した通り、犯罪不安と交通量のグラフは

プロット点が右上がりに、事故不安と交通量のグラフは

プロット点が右下がりに分布する傾向があることが分か

った。このことより、交通量を増やせば、犯罪不安はあ

る程度解消されるが、増やしすぎれば事故不安が増加す

るため、安全・安心のための交通量には上限がありそう

であることが予想される。 

 

（３）回帰モデルの有意性の検証 

前節で分かった傾向の統計学的な裏付けをとるため、

各交通量を説明変数x、犯罪や事故を「不安」「やや不

安」と答えた人の割合を被説明変数yとして単回帰分析

を行い、回帰パラメータの検定によってモデルの有意性

を検証した。今回は出来たモデルそのものについてはあ

まり重要ではなく、モデルが有意かどうかの検定結果こ

そに注目した。結果は表－8に示す。 

 

表－8 モデルの有意性の検定結果 

このことより、ちかんと不審者は自動車とバイクの交

通量が、声かけは自転車交通量が関係が強かった。また、

歩行者交通量は犯罪および交通事故のどの項目にも関連

性がみられなかった。そして、バイク事故とバイク交通

量、自転車事故と自転車交通量には関係性がみられたが、

自動車事故と自動車交通量に関連性がみられなかった。

さらに、ひったくりと漠然とした事故不安には、どの交

通量にも関連がみられなかった。 

このように、本調査では、交通量が多いことにより自

然な監視性が上がり、犯罪不安感を下げることが出来る、

という考えが、多くの場合、統計学的な有意性は見られ

なかったが、正しいことの示唆は出来た。 

 

５．おわりに 

 

本研究では、自動車の運転手、自転車に乗る人、歩行

者といった人たちの目に、「自然な監視性」があること

に注目し、アンケート調査で抽出した犯罪不安感や交通

事故不安感に対し、実際の交通量と照らし合わせるとい

う分析を行った。その結果、交通量を増やせば、犯罪不

安は解消される傾向にはあるが、増やしすぎれば交通事

故不安が増加する傾向にあり、ただ増やせばいいという

わけではないことが示唆された。 

今後の課題としては、同様の調査をもっと大規模で行

い、工学的な裏付けがとれないか錯誤してみること、交

通面から考えた具体的な防犯対策の提案、真の安全・安

心のために最適な交通量とは何なのかの検討、などがあ

げられる。 
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自動車
交通量

バイク
交通量

自転車
交通量

歩行者
交通量

ひったくり
不安 － － － －

ちかん
不安 ＊＊ ＊＊ － －

不審者
不安 ＊ ＊ － －

声かけ
不安 － － ＊ －

漠然とした
不安（犯罪） ＊ ＊＊ － －
自動車事故

不安 － ＊ － －
バイク事故

不安 － ＊ ＊ －
自転車事故

不安 － － ＊ －
子供の事故

不安 ＊ ＊ － －
漠然とした

不安（事故） － － － －

　　　　　＊＊：有意水準5%で有意
　　　　　　 ＊：有意水準1%で有意
　　　　　　 ―：どちらでも有意でない


