
1. はじめに

1-1. 研究の背景

　近年、人々のライフスタイルが多様化する中、都市に

おける犯罪やその要因は複雑化しており、これらの抑止

のためには多岐にわたる観点からの研究が必要である。

加えて、人口減少や少子高齢化などの社会問題が顕在化

し、地域コミュニティの結びつきや地域環境の質が低下

しており、街路環境や各種主要施設の充実など都市の物

理的な環境と共に、コミュニティ形成などを含めた良質

な地域環境を目指す防犯まちづくりが求められている。

　一方で、欧米では「walkability」( ウォーカビリティ )

という概念が注目されている。これは直訳すると「歩き

やすさ」となるが、単に良好な歩行環境を有していると

いうことだけではなく、良好な地域コミュニティの形成、

車を使わない環境にやさしい生活、身体的にも精神的に

も健康なライフスタイルなどを可能とするような歩く行

為を促進する生活環境全般を含む概念である。歩きやす

い街路環境や、徒歩を中心とした生活像・地域像を目指

すことは、犯罪抑止の面で副次的な効果があるとされて

おり、「walkability」は我が国の防犯まちづくりを考え

ていく中でも重要な概念となり得る。

1-2. 本研究の位置付けと目的

　我が国では都市・建築分野において様々な防犯研究や

取り組みが行われており、その中でも街頭犯罪を対象と

したものとして、中村ら 1) の建築群がつくる犯罪空間

の形態と犯罪発生との関連性に焦点を当てた研究や、石

本ら 2) の犯罪発生地点における道路ネットワークに着

目した研究など挙げられるが、歩行者を取り巻く環境や

交通量などの動的要素を含めた研究は見られない。また、

「walkability」の研究においては、藤本ら 3) によって

欧米の既往論文から walkability の要件整理、評価指標

の考案がされた。この評価指標においても「防犯」に関

する評価項目が取り上げられ、歩行者の歩きやすさにお

いて、とりわけ「安全性」は重要であるとされている。

　これらを踏まえ本研究では、「walkability」の観点か

ら犯罪発生地点について調査・分析し、その空間特性を

明らかにすることで、より安全性の高い街路環境の知見

を得ることを目的とする。

2. 研究概要

2-1. 研究の構成

　研究の構成を図 1 に

示す。まず、対象地域

の犯罪発生傾向を把握

するため、ArcGIS を用

いて犯罪発生分布の視

覚化を行う (3 章 )。次に、犯罪発生地点および未発生

地点の空間特性を把握するため、それぞれ現地調査を行

いその空間特性について分析を行う (4 章 )。さらに地

域内の街路を類型化し、類型ごとの犯罪発生要因につい

て考察する (5 章 )。最後に、4 章、5 章の結果を踏まえ

て本研究の総括を行う (6 章 )。

2-2. 対象罪種

　本研究においては街頭犯罪の中でも歩行者を対象とし

た「ひったくり」を取り扱う。なお本研究では、対象期

間平成 20 年～平成 22 年のひったくりのデータ (87 件 )

に関して、(1) 犯罪発生を認知した時点の日付と時刻 (2)

犯罪発生位置の 2点を使用した。

3. 研究対象地と犯罪発生傾向

3-1. 研究対象地

　研究対象地は福岡市中央区の警固小学校区 ( 一部除

く )とする。この地域は福岡の商業中心地である天神地

区に隣接しており、大型商業施設から小学校・高等学校

などの教育施設、病院などの医療施設、高層マンション・

戸建て住宅が混在した住商混合地域である。なお、徒歩

分担率注 1) は福岡市の中でも上位に位置し、校区内には

多様な街路空間が存在している。

3-2. 犯罪発生傾向

　福岡市のひったくり発生件数上位 5 校区におけるそ

の経年推移を図 2 に示す。全体的に平成 17 年度、平成

18 年度をピーク

に年々減少傾向

を示しているが、

警固校区におい

ては平成 24 年度

に急な上昇を示

している。

「Walkability」の観点から見た犯罪発生地点における空間特性に関する研究

福岡市警固校区におけるひったくり犯罪を対象として
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図 1 研究の構成

図 2 校区別の発生件数の推移



　警固校区におけるひったくり発生の密度分布 ( 図 3) を

見ると、以下の 3点が明らかとなった。(1) 対象地域を取

り囲む主要幹線道路上では局地的な発生地点はあるもの

の、街路に沿った連続的な傾向はなく、一方で主要幹線

道路を除く地域内の街路では犯罪発生多発地点において

街路に沿った線的な傾向を示している。(2) 鉄道駅や大型

商業施設、学校などの地域内の主要施設周辺に犯罪が集

中していない。(3) 曲線の街路を有する低層の住宅地が広

がっている地域内の西側が、犯罪未発生エリアである。

　これらを踏まえると、ひったくりの発生に関しては、

放火や自転車盗難など他の街頭犯罪と違い、地点的なも

のではなく、むしろ街路全体によって形成される空間特

性が関係している考えられる。また、対象地のひったく

り発生件数を時間帯別にみると、表 1 に示す通り平日休

日を問わず 19 時～ 22 時に犯罪件数が集中しており、ひっ

たくりは夜型の犯罪であることが言える。

4. 犯罪発生街路の空間特性と歩きやすさ

　前章で明らかとなったひったくりの特性を考慮し、以降

では交差点間を 1つの街路とし、街路単位での分析を行う。

4-1. 分析対象街路と現地調査

　ひったくり犯罪が発生している街路 ( 以下、発生街

路 )69 本に対して、同数のひったくり犯罪が発生してい

ない街路 ( 以下、未発生街路 ) を 69 本無作為に選出注 2)

し、計 138 本の街路を分析対象街路とした ( 図 4)。既

往研究 3) における「walkability」の評価指標の中でも

ハード面に主眼を置いて整理し、(1) 道路・歩道 (2) 街

路沿いの建物・敷地 (3) 街路に接続する交差点、以上の

3 点について本研究の評価項目 ( 表 2) を定め、分析対

象街路に対して現地調査を行った。

4-2. 発生街路の空間特性の把握

　発生街路の空間特性を把握するために、表 2で示した

評価項目について発生街路と未発生街路の比較を行う。

なお、比較のため各評価項目について各値の発生街路率

( 全対象街路本数に対する発生街路本数の割合 ) を算出

した。なお、4-1 で述べた通り分析対象街路は同数であ

るため、発生街路率は 50% を基準として考察を行う。

(1) 交通の安全性 (図 5)

　制限速度における発生街路率を図 5に示す。制限速度

が 30km/h の街路で 57.1% と発生街路率が高い。40km/h

以上の街路は対象範囲内では主要幹線道路であるため、

ひったくり犯罪は主要幹線道路を除く街路に多いことが

わかる。また、一部の歩行者専用道路を含む 20km/h 以

下の街路に関しては発生街路率が 31.5% と低い結果と

なった。ひったくりはオートバイや原動機付自転車を使

用しての犯行が多いという特徴があり、それらを使用し

ての犯行が難しい歩行者専用道路や徐行制限のされた街

路での犯罪は起きにくいと推察される。

(2) 夜間の安全性 (図 6)

　100m あたりの街灯数における発生街路率を図 6 に示

す。100m あたりの街灯数が 2 本以下の街路で 59.5% と

発生街路率が高いことから、街灯整備が進んでいない街
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図 3 ひったくりの発生密度 図 4 調査対象街路

表 1 時間帯別ひったくり犯罪発生件数

表 2 評価項目と調査方法

※表内の数字はひったくり犯罪件数



路でひったくり犯罪発生の危険性が高いと言える。しか

し一方で、100m あたりの街灯数が 6 本以上の比較的街

灯整備が進んだ街路においても 57.1% と発生街路率が高

く、これは 3-2 で述べたように、ひったくり犯罪が夜型

の犯罪であることを考慮すると、街路が明るいと夜間で

も歩行者が見えやすく、犯人がひったくりの対象を確認

しやすい環境となっているからであると考えられる。

(3) 土地利用・インフラ (図 7～図 9)

　街路区間長さ、経路選択性、平均歩道幅における発生

街路率を図 7～図 9に示す。まず、街路区間長さについ

てみると、25m 以下、100m 以上の街路において発生街路

率が高い値を示している。25m 以下の街路については、

ひったくり犯行後に交差点まで近いため犯人が逃走経路

を選択しやすいからであると考えられる。一方で、100m

以上の街路については、オートバイや原動機付自転車で

の犯行後にスピードを出しやすく、犯行現場から距離を

取りやすいことが原因の一つであると考えられる。

　次に、経路選択性についてみると特に 7経路以上の発

生街路率が 66.6％と高い値を示している。街路の両端

の交差点が十字路である場合に経路数が 6 となるため、

五叉路以上の交差点 ( 多叉路 ) に接続している街路の

ひったくり発生率が高いと言える。

　平均歩道幅についてみると、1000m 以下の街路に関し

ては対象地域内の西側の住宅地に多くみられるため、発

生街路率も 50％を下回る結果となった。平均歩道幅が

1000mm ～ 2000mm の街路について 63％と発生街路率が高

い値を示しており、2000m 以上の街路については発生街

路率が低い。対象街路のうち平均歩道幅 2000m 以上の街

路についてみると、主要幹線道路を始め、その街路断面

タイプが歩車分離タイプであるため、防犯観点において

歩道幅の確保されているだけでなく、歩道が車道と分離

されていることが重要であると言える。

(4) 交通量 (図 10)

　平均歩行者数における発生街路率を図 10 に示す。歩

行者が見られない街路の発生街路率が 28.5％と低く、歩

行者が 1 ～ 4 人については発生街路率が 50％を上回り、

5 人以上となると発生街路率は 50％を下回る結果となっ

た。つまり、歩行者が見られない街路や、逆に人通りの

多い街路についてはひったくりが起きにくい特徴がある

が、少数の歩行者が存在する街路についてひったくり発

生の傾向があると言える。

4-3. 犯罪抑止を考慮した「walkability」

　前章の分析結果を踏まえて犯罪抑止を考慮した街路の

「walkability」について整理する。

　まず、街路の明るさについて「walkability」の観点

では夜間の安全性として街路が明るいことが良しとされ

てきたが、図 6が谷型を示す通り犯罪抑止の面では街路

が明るすぎることは好ましくない。経路選択性について

も同様に、「walkability」の観点では多叉路に接続し、

歩行者の経路選択性が高いほど歩く行為を誘発させると

考えられているが、防犯観点では犯人の逃走経路数が多

い街路は好ましくないと言える。

　一方で表 3に示す通り、ｔ検定で有意差が見られた駐

車可能台数については、犯罪発生件数と相関関係を示し

ており、「街路沿いの駐車可能台数が多いほど犯罪が起

きやすい街路」であることが言える。「walkability」の

観点において街路に面する駐車場の存在は歩行者にとっ

て景観の連続性を損ない、防犯観点では街路沿いの人気

のない空間の広がりは監視性を損なうため、いずれの観

点からみても

駐車スペース

の広がりは好

ましくないと

言える。
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図 8 発生街路率 -経路選択性 図 9 発生街路率 -平均歩道幅 図 10 発生街路率 -平均歩行者数

図 7 発生街路率 -街路区間長さ図 6 発生街路率 -街灯数

 表 3 t 検定と相関分析 -駐車可能台数

図 5 発生街路率 -制限速度



5. 発生街路の類型化

5-1. 発生街路におけるクラスター分析

　4 章では発生街路の総合的な空間特性を把握したが、

対象地域内には多様な街路空間が広がっており、犯罪発

生要因となる空間特性にそれぞれ特徴があると考えられ

る。そこで発生街路についてクラスター分析注3) を行い、

グループ A～ D(A: 細街路型、B: 駐車スペース付帯型、C:

歩車未分離型、D: 主要幹線道路接続型 ) の 4 つに分類

した (図 11)。また、その類型別の平均値を表 4に示す。

5-2. 類型毎の特徴と犯罪発生要因の考察　

　細街路型は信号や横断歩道がないこと、3 種の交通量

が少ないこと、経路選択性が低いこと、歩道が確保さ

れていない細街路であることが特徴として挙げられる。

オートバイを使用した犯行などひったくり犯罪の特性を

考慮すると、特に信号や横断歩道がないことが主要な犯

罪発生要因となっていると考えられる。

　駐車スペース付帯型についてみると、10m あたりの駐

車可能台数が 4.2 台とグループ間で最も高い平均値を示

している。駐車スペースの広がりは犯罪発生と関係して

いるため、犯罪発生の主な要因であると考えられる。

　歩車未分離型についてみるとグループ間で比較的街

路区間長さが短い。歩道は確保されているが、街路断面

タイプが白線のみのタイプが多く、4-2 でも述べた通り

歩道幅の確保だけではなく歩道と車道の分離が重要であ

り、ガードレールや縁石による分離や街路樹による歩道

の形成などが課題となると考えられる。また、駐車スペー

ス付帯型、歩車未分離型は共通して街路沿いに夜間店舗

が多いことが挙げられる。夜間店舗は街灯と同じように

街路の明るさに関係しており、その連続性や店舗のガラ

ス面積など街路に向けた配慮が必要だと考えられる。

　主要幹線道路接続型は、主要幹線道路または主要幹線

道路に接続している街路である。主要幹線道路などの広

幅員の街路においては、歩道幅が広く確保されているこ

とに加え、歩車分離がされているため、オートバイを使

用したひったくり犯罪の発生が予測されにくく、グルー

プ内の街路の歩道環境についても同様の特徴を示してい

る。一方で犯罪発生の主要要因として考えられるのは、

経路選択性の高さが挙げられる。特に主要幹線道路は多

叉路に接続しやすく、その周辺街路の整備が重要となる。

6. 総括

　本研究では、「walkability」のハード面の評価項目を

用いてひったくりの発生街路および未発生街路を調査す

ることで、犯罪発生地点の空間特性について以下のよう

なことが明らかとなった。オートバイなどを使用した犯

行が多いひったくり犯罪は、制限速度30km/hの細街路を

中心として発生しており、その空間特性としてまず歩道

や信号・横断歩道が整備されていないこと、駐車スペー

スが広がっていること、街路区間長さが25m以下の短い

街路または 100m 以上の長い街路であることが挙げられ

る。特に歩道については歩道幅が確保されているだけでな

く、車道との分離が重要となる。さらに、ひったくり犯

罪は19時～ 22時の夜間に集中して発生しており、犯罪抑

止のために街灯の整備や夜間店舗の配慮が重要であるが、

それらが充実しすぎることはひったくり犯罪を行いやす

い街路環境ともなり得る。また、比較的歩行者が多く歩

道や信号整備の整った主要幹線道路においては犯罪発生

件数は少ないものの、多叉路周辺に犯罪発生が見られた。
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【脚注】

注 1)H17 年度に実施された「第 4回北部九州圏パーソントリップ調査」を利用した。

徒歩分担率とは、地域内のトリップについて代表交通手段が徒歩であるトリップの割合のこと。

注 2) 発生街路を除く対象地域内の 292 本の街路について乱数を発生させ選出した。

注 3) クラスター化の方法は Ward 法、測定方法はユーグリット距離を用いて行った。
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