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3 政策と調査　第12号（2017年3月）

Persistence and Discontinuity in Political Socialization: Surveys of Junior High School 
Students, High School Students, and Voters 

In this paper, we examine the political consciousness and socialization environment of 
young people, especially high school students. At the same time, we also explore the 
process of political socialization from children to adults. This is based on the results of 
three surveys targeting junior high school students, high school students, and voters 
conducted in Saitama City following the elections of the Upper House of the Diet in 
July 2016.  Young people do not believe in their vote, are dissatisfied with politics, and 
distrust politicians. Despite this, new voters between the ages of 18 and 19 years, 
including high school third graders, responded to their first election with a voting rate 
higher than expected.  
What were the factors that motivated them to vote?
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はじめに

年 月に実施された第 回参議院

議員通常選挙は、「 歳選挙権」の導入後

初の国政選挙として注目された。当該選挙

における 歳の投票率（全国平均）は

で、有権者全体の をやや下回

った。ただ、 歳に限定すれば、 と

半数を越えている。投票率の絶対値以上に、

万人余のティーン・エイジャーが投票

したという事実の意義は大きい。

〔図 〕は、さいたま市における投票率

を年齢別にまとめたものである。 歳

の投票率は で、市民全体の

を上回った。とりわけ 歳の は、

代、 代を大きく上回り、 代の

と肩を並べる高率である。 歳の

も、 歳に比べれば低いものの、 代の

や 代の を凌駕している

注 。

埼玉大学社会調査研究センターが実施し

た市立高校 校の生徒への調査によれば、

高校 年生の有権者の投票率は とさら

に高い値を示している（後掲の〔表 〕を

参照されたい）。

「無関心」や「低投票率」など、これま

で若者の枕詞（まくらことば）に用いられ

続けてきた形容句は、大人たちに投げ返さ

れそうな雲行きである。

われわれ埼玉大学社会調査研究センター

では、参院選の投開票日 直後の

月 日～ 日に、さいたま市内の市立高

校 校の生徒を対象に政治意識調査（以下、

「高校生調査 」）を実施した。また、

～ 月の間には、さいたま市の有権者を対

象とする世論調査（以下、「有権者調査」）

を実施した。加えて、 月には、さいたま

市内の市立中学校の生徒を対象とする政治

意識調査（以下、「中学生調査」）も実施し、

都合 本の調査結果を得ることができた

注 。これらの調査においては、共通質

〔図 〕 参院選：年齢別投票率（さいたま市） 
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問を採用しており、中学 年生から、高齢

有権者に至るまで、ほぼ全年代（全年齢）

におよぶ比較が可能となった。

埼玉大学社会調査研究センターでは、「

歳選挙権」の公選法改正が実現した

年 月にも、さいたま市選挙管理委員会と

共同で、今回と同じ、さいたま市立高校

校の生徒を対象とする政治意識調査（以下、

「高校生調査 」）を実施しており 注

、この結果との比較も可能である。

本小論では、中学生・高校生・有権者の

調査の結果をもとに、高校生を中心とし

た青少年の政治意識や情報環境、投票への

動機付け要因などを探索する。なお、中・

高生調査と有権者調査とでは、前者が集合

調査法、後者が郵送調査法という相違が存

在する。ただ、双方の方法とも、調査員が

介在せず、対象者自身が質問票に回答を書

き込む自記式調査に相当する。プライバシ

ーが保護され、ホンネ回答の表出が期待で

きるという特性を有している。

比較検討に際しては、 つの視座を設定

する。第１は、参院選後調査（「高校生調査

」）の結果を、一昨年の事前調査（「高

校生調査 」）結果と対照しながら解釈

することである。

第 は、政治的社会化研究へのこだわり

にほかならない。未成年期に胚胎した政治

意識や政治的態度は、成人になるにともな

い、どのように維持あるいは変容するのか。

変わるもの、変わらないものは何かを明ら

かにしたい。社会化の軌跡をフォローする

ためには、長期間の観測データに依拠した

コホート分析が求められる。今回は、三種

類の断面調査結果のつなぎ合わせにすぎな

い。この限界に留意しつつ、若者の政治的

社会化過程の端緒がつかめるかどうか、若

干のチャレンジを試みたい。

「高校生調査 」と「中学生調査」の

調査票および単純集計結果については、後

掲の資料を参照されたい。「有権者調査」の

調査票および単純集計結果は、『政策と調査』

第 号（ 年 月発行）に掲載済であ

る（ ）。

 
Ⅰ．政治意識

「選挙権」と「被選挙権」

先ずは、参院選を終えて、今回の選挙権

年齢引き下げをどう評価しているのか。

〔表 〕を見ると、高校生をはじめとし

て中学生から有権者まで、ほぼ同様の傾向

が存在している。「 歳という年齢で選挙

権を持つ」ことに関しては、どの年代にお

いても「ちょうどいい」が多数を占め、「早

い」とする回答を大きく上回っている。「

歳選挙権」に対する社会の評価は、おおむ

ね肯定的である。

〔表 〕 

早い ちょうどいい  遅い わからない

中1

中2

中3

高1

高2

高3

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

中学生

高校生

有権者

Ｑ． 18歳という年齢で選挙権を持つのは早いと思いますか。
　　 それとも遅いと思いますか。
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生のうち、翌 年の参院選時の 歳新

有権者に相当するのは高 であるが、彼ら

の「投票に行く」の比率は パーセントに

とどまった。「わからない」と答えた パ

ーセントの生徒のうちの多くが、実際には

投票に向かったのだろうか。

ここからは、投票の有無、つまり、「投票

した」と「しなかった」とを弁別する要素

を、質問間クロス結果の比較検討を通じ探

索してみよう。

〔表 〕を参照されたい。「 歳選挙権」

の評価については、投票「した」層と「し

なかった」層の、「わからない」を含めた各

回答比率に相違は存在しない。投票「しな

かった」層でも、「 歳で選挙権を持つ」

ことを「ちょうどいい」と肯定する比率が

過半数を占め、「早い」という

否定的評価は 割未満にすぎ

ない。

次に、政治満足度や政治家

信頼度との関係を〔表 〕に

示した。投票「した」・「しな

かった」間に相違は見られな

い。政治満足度に関しては、

投票「した」層と「しなかっ

た」層の双方が、ほぼ同様の

「満足（大いに＋だいたい）」

比率、「不満足（やや＋大いに）」

比率を示している。

政治家信頼度についても、傾向は変わら

ない。投票「した」層、「しなかった」層に

共通して、政治家を「信頼できない（全く

＋あまり）」とする比率は非常に高い。政治

や政治家への評価は、投票「した」、「しな

かった」を弁別する要素とはなり得ない。

先に見たように、高校生を中心とした顕

著な政治家不信が確認され、とりわけ今回

の新有権者に相当する高 では不信比率が

割にのぼり、大人の有権者と同等の高さ

であった。しかも、高校生段階で急増する

ことからは、彼らが政治を認知する起点が

政治家のネガティブ・イメージにあると類

推された。

にもかかわらず、投票の有無との相関は

見られず、動機付けを左右する要因とはな

り得ない。とすれば、高校生の中で政治家

不信が支配的な傾向であるとしても、それ

はイメージ・レベルにとどまっていると考

えられよう。政治に不満を持ち、政治家に

不信感を持ちながら、大多数（４分の３）

の高校生が投票には行くのである。

〔表 〕

 Ｑ． あなたは、18歳になったら投票に行きますか。(2015)

行く 行かない わからない

男性

女性

1年生

2年生

3年生

高校生全体

〔表 〕

 

〔表 〕

 高校生有権者（18歳以上）　　

投票したか×政治満足度

大いに
満足

だいたい
満足

やや
不満足

大いに
不満足

わからない

投票した
投票しなかった

投票したか×政治家信頼度

とても
信頼できる

ある程度
信頼できる

あまり
信頼できない

全く
信頼できない

わからない

投票した
投票しなかった

投票したか×「18歳選挙権」評価

早い ちょうどいい  遅い わからない

投票した

投票しなかった
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の反映だろうか。

ところが、政治関心度の高さについては、

「官僚」を選択した層が際立っている。政

治への関心の高さゆえに、官僚の存在を認

識しうるということを示唆していよう。政

治に関心を持つことは、プラスだけでなく、

マイナスの情報にも触れ、負のイメージを

持つようになることにもつながる。

次いで〔表 〕を参照していただきたい。

政治主体に関する認識と投票への志向

性とのクロス集計結果を示している。「官僚」

を選択した層は、「国民一人一人」や「国会

議員」を選択した層にくらべて、 歳にな

ったら「投票に行く」の比率が顕著に高い。

その絶対数からして、中高生の中では少数

派に過ぎないとはいえ、投票への志向性を

担保する条件としては、政治に関する相応

の知識を持ち、現実政治のマイナス面も認

〔図 〕 政治主体の認識別平均値

 

〔表 〕

 
行く 行かない わからない

国民一人一人

国会議員

官僚

全体

投票意欲×政治を動かしているのは＜高校生非有権者＞ (%)

行く 行かない わからない

国民一人一人

国会議員

官僚

全体

投票意欲×政治を動かしているのは＜中学生＞ (%)
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〔表 〕

 参院選（さいたま市）　コホート

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

平均

があるのではないだろうか。冒頭の〔図 〕

で確認したように、さいたま市の 歳

の投票率は、有権者全体よりも高く、とく

に 歳は と、 代、 代にとどま

らず、 代の をも上回っていた。

一方、同じ新有権者の間の差も大きく、

歳は と高率であるものの、 歳

は に低下し、旧来の新有権者である

歳は にとどまっている。有権者全

体で比較した場合も、 代は と、全

年代中で最低となっている。「若者の低投票

率」は、払拭されたとは言えない状況であ

る 注 。

〔表 〕は、過去 回の参院選における

年齢別の投票率をまとめたものである。前

回 年 と今回 年 とを比較する

と、投票率の上昇度は、 代前半の

ポイントを最高に、若年層が大きい。彼ら

なりに 歳選挙権導入に刺激を受けたこ

とが類推される。 代以上の上昇度と比較

していただきたい。

加えて、政治的社会化の観点からすると、

近年の若者は、相応の社会的責任を自覚し

ていることも示唆される。〔表 〕は、生

年コホート単位の投票率の推移を表してい

る。参院選の時期が 、 、 と飛

ぶのは、年齢階層との整合性に留意してい

るためである。表中の矢印にそって各年齢

階層の推移を見ると、 年時点の 代

の若者は、加齢とともに順調に年功の階段

を登っていることを確認できよう。とりわ

け、 年から 年への推移に注目さ

れたい。全体の投票率が ポイント低下

しているにもかかわらず、当該コホートは

上昇している。すなわち、重要な争点の有

無や有力な候補者の存在など、時々の選挙

をめぐる状況に左右されることなく、彼ら

は堅実に社会へのかかわりの度合いを増加

させているのである。

他方、その上の年齢階層は、 代あたり

で上昇が止まっている。この傾向が世代的

特徴であるのか、あるいはライフステージ

要因が大きいのか、その判断は留保せざる

をえない 注 。

若者論が隆盛した一昔前とは異なり、最

近は、「若者の溶解」という表現も見受けら

れるようになった。若者をひとくくりに扱

うことが難しくなり、「若者語りが空転して

いる」（川崎賢一・浅野智彦、 ）という。

ここまでみてきたように、高校生を中心

とする若者は、多様な側面を有している。

〔表 〕

 参院選年代別投票率（さいたま市）

20～24

25～29

30～34

35～39

40～49

50～59

60～69

70～

全体
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住民の治安意識を踏まえた犯罪抑止対策の推進

Promoting Crime Prevention Measures Based on Residents’ Safety Awareness 

野地 章

．我が国における近年の治安情勢

我が国における刑法犯の認知件数は、平

成 年をピークとし、 年以降一貫して

減少している。平成 年と 年の犯罪統

計を比較すると、刑法犯認知件数が約

万件から約 万件と約 分の になった

ほか、主な街頭犯罪が約 万件から約

万件、主な侵入犯罪が約 万件から約９万

件と、いずれも約 分の になった。

数値をみる限りでは、我が国の治安情勢

が改善していることに疑問はない。これは、

警察による街頭犯罪や侵入犯罪の重点的な

抑止・検挙のほか、地域住民、事業者、関

係団体、自治体等による防犯活動、法整備

等の対策を講じてきた成果であるといえる

だろう。

一方で、高齢者を対象としたオレオレ詐

欺や還付金等詐欺は全国的に多数発生して

いるし、子供や女性を対象とした卑劣な犯

罪も後を絶たない。また、暴力団犯罪の脅

威が増している地域もある。

このように、近年の犯罪情勢は、年齢や

性別といった個人の属性のほか、居住地域

によっても大きく異なるものとなっている。

．国民の治安意識を踏まえた犯罪抑止対

策の必要性

刑法犯の認知件数等、統計数値によって

示される我が国の治安状況が総じて改善し

ていることから、国民の体感治安について

も改善が期待されるところであるが、内閣

府が平成 年に実施した「治安に関する特

別世論調査」においては、「ここ 年間で

日本の治安は良くなったと思いますか。悪

くなったと思いますか。」という問に対し、

「どちらかといえば悪くなった。」又は「悪

くなった。」と回答した者は ％に上っ

た。平成 年及び 年に同調査を実施し

た際に、同質問に対して同様に回答をした

割合がそれぞれ ％、 ％であったこ

とに鑑みると、犯罪の発生件数が減少して

いるほどには、国民はそれを実感していな

いといえる。

一方で、「治安が悪くなった原因」につい

て「来日外国人犯罪の増加」を挙げた割合

が低下する、「犯罪の被害に遭うかもしれな

いと不安になる場所」について「自宅」を

挙げた割合が低下するなど、同調査からは、

警察等が対策を講じた結果として、当該部

分に係る体感治安が改善されている実態も

みてとれた。

つまり、国民が安全に安心して生活する

ためには、統計数値が示す犯罪情勢を的確

に分析して対策を検討・実施するのに加え

て、国民が不安を感じる対象や警察に求め

る対策等を国民自身に聴取し、その結果を

踏まえて対応していくことが不可欠である

といえる。
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＜特集　「全国統一治安意識調査」をめぐって＞
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．新たな意識調査の必要性

国民の治安意識を把握するために既存の

意識調査について確認したところ、内閣府

や公益財団法人日工組社会安全研究財団に

よる全国調査のほか、各都道府県において

も警察や知事部局により様々な調査が行わ

れていた。しかし、都道府県間の比較が可

能な調査は存在せず、また、都道府県警察

等が独自に行ってきた意識調査の中には、

調査方法により回答にバイアスがかかって

いる、設問順序によってキャリーオーバー

効果がみられる、ワーディングに関する考

察が不十分である、など社会調査としての

基本的な不備が見受けられるものが少なか

らず存在していた。

警察庁では、平成 年 月から、地域の

犯罪情勢に即した効果的な犯罪抑止対策を

推進しているところである。これは、全国

一律の犯罪抑止対策が国民の不安感を解消

しきれていないことを踏まえ、各都道府県

警察において、都道府県単位で、あるいは

警察署単位で、地域の犯罪情勢や社会構造

の変化、地域住民の要望等を適切に把握し、

地域ごとに最もふさわしい対策を講じてい

くことで、地域住民の安全・安心を確保す

ることを目指している。

地域住民の要望等を把握するためには、

警察署協議会の場を活用したり、警察に寄

せられる相談等の内容を分析したりするこ

とによって特定できるが、地域住民の要望

を広く、偏りなく把握するためには、適切

な方法による意識調査が不可欠である。

これらの状況を踏まえ、警察庁は、平成

年に「住民の意識調査に関する有識者研

究委員会」（以下「有識者委員会」という。）

を設け、都道府県間及び経年での比較がで

きる形で、地域住民の治安に関する意識調

査を警察が行うための様式や方法を提案し

ていただくこととした。

．今後の治安対策の在り方

有識者委員会からは、運転免許更新申請

者を対象とする「インターフェイス型調査」

が提案された。運転免許証の更新申請は年

間 万人以上が行っており、年齢も

歳から 歳以上まで幅広い。また、都道

府県によって多少の偏りはあるものの、各

都道府県内すべての地域の住民が広く対象

となる。

平成 年には、有識者委員会から提案さ

れた調査表・調査方法による「全国統一治

安意識調査」が実施された。その結果、地

域の治安に関する意識や、犯罪被害に遭う

のではと不安に思う事項、警察への信頼度

は、地域や年齢・性別で異なっており、各

対象を個別に見据えた対策を講じる必要が

あることも明らかとなった。

今後は、「全国統一治安意識調査」を継続

的に実施することで、各都道府県警察にお

いて、より地域のニーズに応じた、ピンポ

イントで効果的な犯罪抑止対策その他の警

察活動を展開することが可能になるだろう。

加えて、警察庁としても、治安意識、犯罪

不安感、警察信頼度等について、都道府県

間や経年で比較することが可能となったこ

とで、より効果的な犯罪抑止対策等を打ち

出し、更なる犯罪の減少や国民の不安感の

緩解が果たされることを期待している。

（警察庁生活安全局生活安全企画課  
犯罪抑止対策室長）
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．「インターフェイス型調査」

「住民の意識調査に関する有識者研究委

員会（座長：松本正生、平成 ～ 年度、

設置：警察庁）」は、治安対策の主な担い手

である各都道府県警察が主体となって実施

する「地域の治安に関する住民意識調査」

のあり方を検討した。

調査の要件は、 地域間（主として都道

府県間）比較および経年比較が可能である

こと、 （調査結果の客観的な比較のため

には）調査票だけでなく、調査方法も同一

とし、継続して実施することが可能である

こと、の二点に他ならない。

議論の結果、提案に至った方法が「イン

ターフェイス型調査」である。

同調査は、運転免許試験場・運転免許セ

ンターや警察署に免許更新申請に訪れた住

民を対象とした自記式の質問紙調査である。

実査の方式は、集合調査法のカテゴリーに

属する。

われわれが提案した「インターフェイス

型調査」は、平成 年 月に埼玉

県警の協力により実施した予備調査を経て、

平成 年 ～ 月に、『全国統一治安

意識調査』（以下「全国調査」）として実施

された。

「全国調査」は、各都道府県とも回収数

が 前後、全数が約 という大規

模調査であり、「インターフェイス型調査」

結果の蓄積の第一歩に相当する。今後は、

各都道府県警察単位で、当該調査を継続実

施することが肝要である。調査結果は、居

住地域の体感治安向上に資する具体的な対

策作成の基本情報として活用されるであろ

う。調査の方法に関しては、「実施しやすさ」

を念頭に、各々の実情に応じた条件で行え

るよう配慮している。

．「インターフェイス型調査」の特性

本調査方法の利点と特性は、以下のよう

にまとめることができる。

ａ．運転免許更新には年間 万人以

上の人々が訪れる。運転免許更新は、警察

しか持ちえない一般市民との貴重なインタ

ーフェイスである。全人口の縮図としての

代表性にはやや欠けるものの、いずれの都

道府県においても、地域住民の意識調査の

母集団として、それほど大きな偏りは見受

けられない。

ｂ．通常の世論調査方式の意識調査に

関しては、対象者の協力を得ることが難
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しくなっており、回収率の低下が生じて

いる。これに対して、「インターフェイ

ス型調査」は、他の調査方法では捕捉が

困難な若い世代からの回答を得ること

ができる。

ｃ．住民基本台帳等からの標本調査にく

らべて、人的および費用的コストが低く、

継続的な実施が可能となる。

ｄ．現在、各警察で広く採用されている

外部委託による調査とは異なり、警察が自

前で実施する調査は、調査主体の問題意識

や政策課題に応じたテーラーメイドの調査

が可能となる。

ｅ．各都道府県警察で同じように実施で

きる現実的な方法であるため、同一条件で

継続しやすい。加えて、すでに、いくつか

の都道府県警察では試験場における調査が

行われており、継続的に実施している都道

府県警察も存在する。

ｆ．運転免許試験場等で行う「インター

フェイス型調査」は、他の機関にはない警

察オリジナルの調査である。調査を継続的

に行うことを通じて、結果の蓄積は「警察

独自の資産」となり、非常に大きな意義を

持ちうる。

．「インターフェイス型調査」の課題

本調査の対象は、運転免許試験場等に訪

れた運転免許更新申請者である。免許更新

の講習区分には「優良」、「一般」、「違反」、

「初回」、「高齢者」の５つがあり、「高齢者」

と「初回」は、年齢構成に大きな偏りがあ

る。本調査の結果で各都道府県における代

表性を担保するためには、都道府県ごとの

年齢層別人口比率に概ね準じるよう、対象

者の年齢層を免許更新の講習区分から推測

し、事前に割り付けることが望ましい。

しかしながら、平成 年に行った『全国

統一治安意識調査（全国調査）』の実施状況

等からは、講習区分ごとの調査対象者数の

決定や調査票の管理は、各都道府県警にと

って負荷が非常に大きく、現実的ではない

ことが明らかとなった。

警察オリジナルのインターフェイス型調

査である「全国調査」では、調査方法を統

一することで、地域間・経年間の比較可能

性が、さらには得られた都道府県ごとのデ

ータの客観性が担保される。

本調査にとって「調査方法の統一」は非

常に重要である。一方、その方法をあまり

細かく規定すると、調査の実効性そのもの

が損なわれてしまう。「各都道府県警察に自

らの調査として実施してもらうこと」を第

一義に、統一された調査方法の中にも、各

都道府県の実情に応じ柔軟に検討できる余

地を残すことが肝要であろう。

「全国調査」の結果を踏まえ、われわれ

有識者委員会では、「都道府県警察における

実施のしやすさ」及び「対象者の答えやす

さ」を主眼に、調査の基本的な方法を再検

討し修正を加え、確定版を提案した次第で

ある。また、調査実施要領や基礎的集計方

法等も含めた標準マニュアルも作成してい

る 詳しくは、住民の意識調査に関する有識

者検討委員会『平成 年度警察庁委託調査

研究報告書：地域の犯罪実態の分析に向け

た意識調査に関する調査研究』 を参

照されたい 。

（埼玉大学社会調査研究センター教授）
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．はじめに：「全国統一治安意識調査」にお

けるサンプリングをどのように考えるか

．背景

犯罪学においては、実際の犯罪被害を対

象とした研究だけでなく、体感治安や犯罪

不安についても多くの研究が蓄積されてき

た。体感治安や犯罪不安は、犯罪被害とは

異なる理由によって人々や社会に弊害をも

たらす。たとえば、犯罪不安はうつの発症

や身体機能の低下と関連する（

）。また、地域に

おける高い犯罪不安は住民の主観的健康を

低減し、これが健康の地域間格差の一部を

説明する（ ）。犯罪被害およ

び体感治安・犯罪不安に関連する社会的要

因は必ずしも同じではないため（

）、体感治安や犯罪不安は、

犯罪被害とは独立した、犯罪学研究におけ

る主要な目的変数となっている。

従来から日本においては実際の刑法犯認

知件数と体感治安の乖離が大きいことが知

られており（ ）、 年時点の

統計では、日本では急激に刑法犯認知件数

が減少し続けていたにもかかわらず（法務

省法務総合研究所 ）、人々の体感治安

が低い水準で維持されていたことが示され

ている（内閣府 ）。すなわち、犯罪の

実態と地域住民の体感治安の間にはズレが

あり、そのため、適切に社会の体感治安を

評価し、体感治安に特異的に関連する要因

を明らかにすることが重要となる。しかし

ながら、現在のところ、日本社会全体で標

準的な方法で、体感治安を測定しその時系

列的変化を観察するための調査手法や、地

域間の比較を行えるような調査の枠組みは

存在していない。

そこで、全国の市民の治安に関する意識

を調査することを目的とした「住民の意識

調査に関する有識者研究委員会」では、都

道府県間比較や時系列的な比較が可能な標

準的な調査項目および調査方法を開発する

ために、運転免許試験場等にて「インター

フェイス型調査」を実施した。本稿は、ラ

ンダムサンプリングを用いない本調査手法

が回答者の属性・調査結果に与える影響に

ついて検討し、日本社会の治安を測定する

ための手法として妥当性を有するかを検証

することを目的とした。

．インターフェイス型調査

近年郵送調査において、回答者の個人情

報保護意識の高まりから、回収率の低下が

問題となっている。一般的な郵送調査では、

回答者の抽出は住民基本台帳や選挙人名簿

からのランダムサンプリングを用いて行わ

れるため、調査データの統計学的分析の前

提となる母集団の代表性は、サンプリング

の段階では満たされている。しかしながら、

系統的な理由により回収率が低くなる場合

には（たとえば、教育年数が長い人ほど個

人情報流出を心配して返送しない、など）、

選択バイアスが生じ、母集団の姿を適切に

推測することが困難となってきているのが

現状の問題である。

上記のような状況を考慮し、「住民の意識

調査に関する有識者研究委員会」では、

年 月 日～ 月 日の間、運転免許証更

新のために運転免許試験場・センターや警

察署を訪れた一般市民を対象に、体感治安

や警察への信頼についての自記式質問紙調

査を行う「インターフェイス型」の「全国
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性別を被説明変数とした分析結果を表

に示す。 において、 （ヌル

モデル）で示された都道府県間の分散が大

幅に減少した（ から ）。

では、都道府県レベルの日曜日回答者割合、

試験場・センター回答者割合、違反区分回

答者割合が性別と関連を持つことが示され

た。このうち試験場・センター回答者割合

と違反区分回答者割合は、各都道府県の免

許保有者人口全体から算出された男性割合、

平均年齢、違反区分者割合、センター更新

者割合、および人口密度を調整してもなお

性別との統計学的に有意な関連を示した

（ ）。

年齢を従属変数とした分析（表 ）にお

いては、ヌルモデル（ ）で示された

分散成分は地域レベル変数を投入した

において大幅に減少することが示

された（ から ）。日曜日回答者

割合、試験場・センター回答者割合、違反

区分回答者割合はそれぞれ年齢と負の関連

を持っており（ ）、これらのうち試

験場・センター回答者割合と違反区分回答

者割合は、免許保有者人口統計の変数、お

よび人口密度を調整しても、統計学的に有

意であった（ ）

表 性別を被説明変数としたマルチレベルポアソン（ロバスト標準誤差）モデル

被説明変数：

個人レベル変数
日曜日ダミー
教室・講習室ダミー
試験場・センターダミー
違反区分ダミー
都道府県レベル変数
日曜日回答者割合
教室・講習室回答者割合
試験場・センター回答者割合
違反区分回答者割合
免許統計_男性割合
免許統計_平均年齢
免許統計_センター更新者割合
免許統計_違反区分者割合

人口密度（人口/km ）
分散成分

性別（男性=1, 女性=0）
Model 1 (ヌルモデル)
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表 年齢を被説明変数としたマルチレベル順序ロジットモデル

次に、都道府県レベルの指標が調査の測

定項目と関連するかを検討するために、体

感治安を被説明変数とした分析を行った。

表 の では都道府県レベルの日曜

日回答者割合が治安認識と統計学的に有意

な負の関連を示したが（ －

）、性別と年齢を調整した に

おいてはその関連は有意とならなかった。

最後に、警察への信頼を被説明変数とし

た分析結果を表 に示す。 より、日

曜日回答者割合、試験場・センター回答者

割合、違反区分回答者割合が警察への信頼

と負の関連を持つことが示された。これら

のうち試験場・センター回答者割合と違反

区分回答者割合は、性別と年齢を調整して

もなお統計学的に有意であった（ ）。

表 体感治安を被説明変数としたマルチレベル順序ロジットモデル

被説明変数

個人レベル変数
日曜日ダミー
教室・講習室ダミー
試験場・センターダミー
違反区分ダミー
都道府県レベル変数
日曜日回答者割合
教室・講習室回答者割合
試験場・センター回答者割合
違反区分回答者割合
免許統計_男性割合
免許統計_平均年齢
免許統計_センター更新者割合
免許統計_違反区分者割合

人口密度（人口/km ）
分散成分

年齢カテゴリ（順序尺度）
Model 1 (ヌルモデル)

10歳代・20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳以上

分散成分

被説明変数：

都道府県レベル変数

体感治安（順序尺度）
Model 1（ヌルモデル）

個人レベル変数
性別（男=1, 女=0）
年齢

日曜日ダミー
教室・講習室ダミー
試験場・センターダミー
違反区分ダミー

日曜日回答者割合
教室・講習室回答者割合
試験場・センター回答者割合

人口密度（人口/km ）

違反区分回答者割合

50Policy & Research No.12 (March 2017)



51 政策と調査　第12号（2017年3月）

表 年齢を被説明変数としたマルチレベル順序ロジットモデル
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表 の では都道府県レベルの日曜

日回答者割合が治安認識と統計学的に有意

な負の関連を示したが（ －

）、性別と年齢を調整した に

おいてはその関連は有意とならなかった。

最後に、警察への信頼を被説明変数とし

た分析結果を表 に示す。 より、日

曜日回答者割合、試験場・センター回答者

割合、違反区分回答者割合が警察への信頼

と負の関連を持つことが示された。これら

のうち試験場・センター回答者割合と違反

区分回答者割合は、性別と年齢を調整して

もなお統計学的に有意であった（ ）。
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分散成分

被説明変数：

都道府県レベル変数

体感治安（順序尺度）
Model 1（ヌルモデル）

個人レベル変数
性別（男=1, 女=0）
年齢

日曜日ダミー
教室・講習室ダミー
試験場・センターダミー
違反区分ダミー

日曜日回答者割合
教室・講習室回答者割合
試験場・センター回答者割合

人口密度（人口/km ）

違反区分回答者割合
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図 人口あたり刑法犯認知件数と居住地域体感治安

注）居住地域体感治安は、「悪い」1点～「よい」5点で測定。点数が高いほど「よい」という評価である。 

大阪が突出し、ついで福岡、愛知、千葉、

埼玉、京都、茨城が一群をなした。都市的

な府県が多い。逆に刑法犯認知件数が少な

く、体感治安が良好な県として秋田、山形、

島根、福井、長崎、岩手、青森といった地

域が一群をなした。 
  

社会経済的指標と体感治安・犯罪不

安の相関分析

社会経済的指標と体感治安・犯罪不安と

の相関分析を行った。刑法犯認知件数以外

の体感治安・犯罪不安の規定要因を探索す

るためである。

表 社会経済指標と居住地域体感治安・総合的犯罪不安の相関

居住地域
体感治安

総合的犯
罪不安感

女性割合
昼夜間人
口比

１人あた
り県民所
得

ジニ係数
人口あた
り生活保
護人員総合的犯罪不安感

女性割合
昼夜間人口比
１人あたり県民所得
ジニ係数
人口あたり生活保護人員
人口あたり在留外国人数

注１）女性割合は、各都道府県のサンプルにおける女性割合である。 注2）昼夜間人口比は、平成 年国勢調査による。

注 ） 人あたり県民所得は、内閣府経済社会総合研究所「平成 年度県民経済計算」による 年度の数値を用いた。
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注 ）ジニ係数は、総務省統計局「平成 年全国消費生活実態調査」による各都道府県内のジニ係数を用いた。

注 ）生活保護人員は、厚生労働省「被保護者調査（平成 年 月分概数）」を基に、指定都市・中核市をそれぞれの都

道府県に組み込んで総保護人員を算出し、都道府県人口で除した数値を用いた。

注 ）在留外国人数は、法務省「在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（ 年 月末）」を使用し、都道府県人

口で除した数値を用いた。

変数間の相関係数を算出すると、サン

プルにおける女性割合、１人あたり県民所

得、人口あたり在留外国人数が有意な相関

となった。 人あたり県民所得が高くなる

と体感治安が悪化し、犯罪不安が大きくな

る。体感治安（ ）よりも犯罪不安（

）との相関が高い。人口あたり在留外

国人数が多いほど、体感治安が悪化し、犯

罪不安が大きくなる。体感治安（ ）、

犯罪不安（ ）とも相関はほぼ同水準

であった。社会経済指標は、体感治安より

も犯罪不安に対してより規定力を有してい

そうなことが示唆される。

人口あたり生活保護人員と体感治安の相

関は、 と有意傾向であった。犯罪不

安と有意な相関関係にはなかった。各都道

府県内のジニ係数は有意とならなかった。

 居住地域体感治安と総合的犯罪不安

を従属変数とした重回帰分析

 居住地域体感治安を従属変数とした重回

帰分析を行った。その結果が表 である。

表 居住地域体感治安を従属変数とした重回帰分析

β p値 β p値 β p値 β p値 β p値
人口あたり刑法犯認知
女性割合
昼夜間人口比率
１人あたり県民所得
人口あたり生活保護人員
人口あたり外国人数

Ｎ
値

Ｒ

調整済みＲ

モデル１ モデル２ モデル３ モデル４ モデル５

サンプルにおける女性割合、昼夜間人口

比は統制変数として強制投入し、刑法犯認

知件数、県民所得、生活保護人員、在留外

国人数を独立変数として投入した。まずモ

デル１で全変数を投入し、ついで、県民所

得、生活保護人員、在留外国人の 変数に

ついて探索的に投入／除去したモデルを作

成した。なお、重回帰分析にあたって、多

重共線性の検討のために をも算出した

が、いずれも許容範囲内であった。

結果として、まず注目されるのは、他の

変数の如何に関わらず、すべてのモデルに

おいて刑法犯認知件数が頑健にもっとも高

い効果をもっていたことである。社会経済

指標の如何にかかわらず、居住地域体感治

安を最も規定していたのは当該都道府県の

刑法犯認知件数であり、このことに鑑みれ

ば、人びとの居住地域に関する治安評価は、

かなりの程度正鵠を射ているということで

ある。 

58Policy & Research No.12 (March 2017)



59 政策と調査　第12号（2017年3月）

注 ）ジニ係数は、総務省統計局「平成 年全国消費生活実態調査」による各都道府県内のジニ係数を用いた。

注 ）生活保護人員は、厚生労働省「被保護者調査（平成 年 月分概数）」を基に、指定都市・中核市をそれぞれの都

道府県に組み込んで総保護人員を算出し、都道府県人口で除した数値を用いた。

注 ）在留外国人数は、法務省「在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（ 年 月末）」を使用し、都道府県人

口で除した数値を用いた。

変数間の相関係数を算出すると、サン

プルにおける女性割合、１人あたり県民所

得、人口あたり在留外国人数が有意な相関

となった。 人あたり県民所得が高くなる

と体感治安が悪化し、犯罪不安が大きくな

る。体感治安（ ）よりも犯罪不安（

）との相関が高い。人口あたり在留外

国人数が多いほど、体感治安が悪化し、犯

罪不安が大きくなる。体感治安（ ）、

犯罪不安（ ）とも相関はほぼ同水準

であった。社会経済指標は、体感治安より

も犯罪不安に対してより規定力を有してい

そうなことが示唆される。

人口あたり生活保護人員と体感治安の相

関は、 と有意傾向であった。犯罪不

安と有意な相関関係にはなかった。各都道

府県内のジニ係数は有意とならなかった。

 居住地域体感治安と総合的犯罪不安

を従属変数とした重回帰分析

 居住地域体感治安を従属変数とした重回

帰分析を行った。その結果が表 である。

表 居住地域体感治安を従属変数とした重回帰分析

β p値 β p値 β p値 β p値 β p値
人口あたり刑法犯認知
女性割合
昼夜間人口比率
１人あたり県民所得
人口あたり生活保護人員
人口あたり外国人数

Ｎ
値

Ｒ

調整済みＲ

モデル１ モデル２ モデル３ モデル４ モデル５

サンプルにおける女性割合、昼夜間人口

比は統制変数として強制投入し、刑法犯認

知件数、県民所得、生活保護人員、在留外

国人数を独立変数として投入した。まずモ

デル１で全変数を投入し、ついで、県民所

得、生活保護人員、在留外国人の 変数に

ついて探索的に投入／除去したモデルを作

成した。なお、重回帰分析にあたって、多

重共線性の検討のために をも算出した

が、いずれも許容範囲内であった。

結果として、まず注目されるのは、他の

変数の如何に関わらず、すべてのモデルに

おいて刑法犯認知件数が頑健にもっとも高

い効果をもっていたことである。社会経済

指標の如何にかかわらず、居住地域体感治

安を最も規定していたのは当該都道府県の

刑法犯認知件数であり、このことに鑑みれ

ば、人びとの居住地域に関する治安評価は、

かなりの程度正鵠を射ているということで

ある。 

58Policy & Research No.12 (March 2017)

 

 

 



Policy & Research No.12 (March 2017) 60

*** p<.001  ** p<.01  * p<.05   p<.1 



61 政策と調査　第12号（2017年3月）

*** p<.001  ** p<.01  * p<.05   p<.1 

 

 



Policy & Research No.12 (March 2017) 62

Best , J., Random Violence,  University 
of California Press, 1999 

Hale,C., "Fear of Crime: A Review of the 
Literature", International Review of 
Victimology 4:79-150, 1996 

 : 
29:10-26  2004 

16 18
(B

16330016 2007  

 2006 
 49

49 , 2013 

27

,2016 
(https://www.npa.go.jp/safetylife/seian
ki/isikichosahoukokushohonpen.pdf,

2016 16 ). 

, 2004 

 , 2015 

, 2012 

,
44

318-321,2016 

, 
44 310-313, 2016 
2000 

, 14: 89-104,2012 
,
47 ,

44 314-317,2016 
 

, 41:80-97, 2016 

44
306-309, 2016 



63 政策と調査　第12号（2017年3月）

Best , J., Random Violence,  University 
of California Press, 1999 

Hale,C., "Fear of Crime: A Review of the 
Literature", International Review of 
Victimology 4:79-150, 1996 

 : 
29:10-26  2004 

16 18
(B

16330016 2007  

 2006 
 49

49 , 2013 

27

,2016 
(https://www.npa.go.jp/safetylife/seian
ki/isikichosahoukokushohonpen.pdf,

2016 16 ). 

, 2004 

 , 2015 

, 2012 

,
44

318-321,2016 

, 
44 310-313, 2016 
2000 

, 14: 89-104,2012 
,
47 ,

44 314-317,2016 
 

, 41:80-97, 2016 

44
306-309, 2016 

How does Subjective Security of Local Residents Differ in Each Prefecture? : Factors 
Determining Subjective Security, Fear of Crime, and Police Reliability 
 

 

This study examined the factors that lead to differences between prefectures in terms 
of regional subjective security and other features, using the results of the National 
Uniform Subjective Security Survey, a large-scale questionnaire-based survey 
comparing all prefectures. It was found that subjective security, fear of crime, and 
police reliability were influenced by local environmental attributes such as 
troublesome acts and roadside garbage. With regard to police reliability, it is necessary 
to add local community-related items as the influencing factors. Furthermore, it was 
suggested that the wording of the National Uniform Subjective Security Survey is 
effective as an index measuring subjective security of local residents.

How does Subjective Security of Local Residents Differ in Each Prefecture? : Factors 
Determining Subjective Security, Fear of Crime, and Police Reliability 
 

 

This study examined the factors that lead to differences between prefectures in terms 
of regional subjective security and other features, using the results of the National 
Uniform Subjective Security Survey, a large-scale questionnaire-based survey 
comparing all prefectures. It was found that subjective security, fear of crime, and 
police reliability were influenced by local environmental attributes such as 
troublesome acts and roadside garbage. With regard to police reliability, it is necessary 
to add local community-related items as the influencing factors. Furthermore, it was 
suggested that the wording of the National Uniform Subjective Security Survey is 
effective as an index measuring subjective security of local residents.



Policy & Research No.12 (March 2017) 64

．はじめに ～背景と目的～

地域住民の安全安心を確保するためには、

刑法犯認知件数の減少だけでなく、体感治

安の向上が求められる。そのためには、地

域住民の体感治安を地域ごとに正確に把握

し、原因を検討する必要がある。

しかし、内閣府や日工組社会安全研究財

団などで行なわれている住民意識調査は、

その結果が全国の縮図となるよう設計され

た標本調査であり、地域毎の結果を検討で

きる充分なサンプル数ではない。また、近

年多数行われている地方自治体や警察等に

よる地域住民の治安意識調査は、調査票の

設計や調査方法の選択に関して不備がある

ものが多い上に、調査方法や項目等が統一

されておらず、地域間の比較はできない。

このような中、「住民の意識調査に関する

有識者研究委員会」は、全国共通の方法で

住民の治安意識を測る「インターフェイス

型調査」を提案した。運転免許試験場等や

警察署へ免許更新申請に訪れた住民を対象

とした自記式の質問紙調査で、各都道府県

警察が主体となって行うものである。

調査対象者層である免許保有者は、 代

および高齢層が少なく、男性がやや多いが、

～ 代の年代別人口比率については人

口統計に近似している（図 ）。この方法で

あれば、膨大な調査予算をかけることなく

充分なサンプル数を確保でき、しかも、他

の調査方法では捕捉が難しい若年層などに

も無理なくリーチできる。

得られた結果は各都道府県民を代表する

確率標本ではないが、共通の方法で継続的

に調査を行えば、その数値は客観的データ

として大きな意味を持つ。サンプリングは

再現性ある一定の手続きによるので、結果

が蓄積されれば、サンプルの代表母集団の

性質もわかってくると期待できる。

平成 年 ～ 月には、全国の都道府県

警察すべてで、最初の「インターフェイス

型調査」である『全国統一治安意識調査』

が試験的に実施された（表 ）。今のところ、

都道府県間の比較が唯一可能な治安意識調

査であり、我が国の治安意識の「定点観測」

の第一歩として重要な意味を持つ。

本稿では、この貴重な調査結果が各都道

府県でどのように異なるかを、性別・年齢

などの属性の違いを調整した上で比較する。

また、以下の 変数について、都道府県差

はどうして生じるのかを検討する。 
①地域の治安意識（体感治安） 
：お住まいの地域の治安をどの程度だ

と感じるか（悪い よい、 件法） 
②犯罪不安感（総合） 
：お住まいの地域で「犯罪にあうので

はという不安」を感じるか（感じる

感じない、 件法）（「不安を感じない」

側をプラスとした） 
③警察信頼度 
：お住まいの地域の警察を「信頼でき

る」と感じるか（信頼できない でき

る、 件法） 
図 ～ 代の年代別人口比率
総務省統計局資料より（ 現在）

警察庁運転免許統計より（ 年度版）
講習区分「高齢者」、 歳以上および講習区分不明除く

「優良」区分のみ

本稿使用データ

全回答者

運転免許保有者

人口統計

代 代 代 代 代

『
全
国
統
一
治
安
意
識
調
査
』 
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設計や調査方法の選択に関して不備がある

ものが多い上に、調査方法や項目等が統一

されておらず、地域間の比較はできない。

このような中、「住民の意識調査に関する

有識者研究委員会」は、全国共通の方法で

住民の治安意識を測る「インターフェイス
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とした自記式の質問紙調査で、各都道府県
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および高齢層が少なく、男性がやや多いが、
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口統計に近似している（図 ）。この方法で

あれば、膨大な調査予算をかけることなく
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反」や「一般」のボリュームが多いところ

などさまざまという結果となった（図 左

側）。大まかな傾向を把握するのであれば、

たとえば講習区分でもっともボリュームが

ある「優良」のみを抽出して比較すること

も考えられるが、本稿は、都道府県間の結

果比較自体が目的の一つであるため、なる

べく多くの回答を取り入れたより正確な検

討を行うべく、前述の調整を行うこととし

た。

調整前後の「地域の治安意識」「犯罪不安

感（総合）」および「警察信頼度」の都道府

県別平均値を図 右側に示す。調整による

変化量は、「地域の治安意識」では非常に小

さく、「警察信頼度」では比較的大きい。つ

まり「地域の治安意識」は性別、年齢、講

習区分という個人差の影響が極めて小さく、

その意味で安定した指標だといえる。対象

者の個人属性を事前に割り付けることがで

きない本調査に適した指標であるともいえ

よう。

なお、これらの平均値は、「高齢者」およ

図 ．「地域の治安意識」「犯罪不安感（総合）」「警察信頼度」の都道府県別平均値の比較
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び 歳以上の回答者データ（ ）を

除外した上で算出している。これは「高齢

者」の回答傾向が非常に特徴的であるため

だが（表 ）、これには年代の特徴だけでは

なく、対象選定のバイアスや回答環境が影

響している可能性も考えられる（他の区分

では講習の前後に一斉に回答してもらうこ

とが多かったが、「高齢者」は講習が別会場

である場合が多かったため、結果、個別に

協力を要請して回答してもらうことが多く

なった）。

さらに、講習区分、性別、年齢のいずれ

かが不明のデータも結果的に除外された。

宮城県は全データとも講習区分の記録が不

明確であったため、残念ながら全て除外と

なった。結果、平均値算出に用いたデータ

数は （ ）である。

．体感治安等の都道府県差はなぜ生まれるか

図 は、「地域の治安意識」「犯罪不安感

（総合）」「警察信頼度」の調整済み都道府

県別平均値を散布図上にプロットしたもの

であり、各都道府県の意識の違いがよく表

れている。体感治安が悪いのは都市度の高

い都道府県に多く、大阪、愛知、千葉、埼

玉、福岡、京都、茨城などの一群、体感治

安が良好なのは、山形、島根、秋田、福井、

鳥取、長崎、岩手、宮崎などの一群であっ

た。

つの図を比べると、「地域の治安意識」

と「犯罪不安感（総合）」とは非常に相関が

高いのに対し、「警察信頼度」はそれほどで

もない。たとえば、「地域の治安意識」等が

低いにも関わらず「警察信頼度」が比較的

高いところ（茨城県、福島県など）、逆に、

「地域の治安意識」等が高いわりに警察信

頼度が低いところ（神奈川県など）があり、

「地域の治安意識」等と「警察信頼度」は

質的に異なることが示唆される。

この 変数の都道府県差を規定する要因

は何かを検討するため、これら 変数各々

を目的変数とし、その他の調査項目を説明

変数とする重回帰分析（ステップワイズ法）

を行った。なお、説明変数は、「環境認知」

「罪種別犯罪不安感」「防犯情報入手経験」

「防犯対策実施」というカテゴリーごとに

因子1 因子2 因子3 因子4

環境認知
（「見かける」度合）

無秩序、
迷惑行為

茂み・暗
い所・空
き家

青パト・
住民パト
ロール

警ら

路上ゴミ
乗捨自転車等
大声・けんか
夜間たむろ若者
スプレー落書
防犯カメラ
茂み
暗い所
空き家
住民パトロール
青パト
警察官パトロール等
＊「防犯カメラ」は、因子1の他変数と同符号であり、安心シグナルとはならなかった。

因子1 因子2 因子3 因子4

罪種別犯罪不安感
殺人暴
力，携行
品盗

自転車・
乗物盗

侵入盗
子ども・
性犯罪

殺人放火
暴力
携行品盗
子ども
性的犯罪
自転車盗
乗物盗
侵入盗
＊「特殊詐欺」は主成分分析の結果、他とは大きく異なっていたため、因子分析からは除外

因子1 因子2 因子3

防犯情報入手経験
（手段別）

学校・地
域・警察

メール・
ネット

口コミ・マ
スコミ

学校広報
地域広報
警察広報
電子メール
ネット
口コミ

マスコミ

因子1 因子2 因子3

防犯対策実施

乗物施
錠、来
客・戸締
り確認

家族話し
合い，暗
い道避け
る

歩行時携
帯操作

自動車施錠
自転車施錠
来客身元確認
戸締り確認
詐欺家族話合い
暗い道避ける
歩行時携帯等操作

【合成変数】

【大声・けんか・たむろ】

【ゴミ・乗り捨て等】

【スプレー落書・防犯カメラ】

【茂み・暗さ・空家】

【住民パトロール】

→【警ら】

【殺人・暴力】

【子ども・性犯罪】

【自転車・乗物盗】

【メール・ネット】

【口コミ・マスコミ】

【乗物施錠】

【来客・戸締り確認】

【学校・地域・警察広報】

→【携行品盗】

→【侵入盗】

→【詐欺家族話し合い】
→【暗い道避ける】
→【歩行時携帯等操作】

表 因子分析結果 （最尤法・共通因子解・
回転）と 合成変数化（単純加算）
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び 歳以上の回答者データ（ ）を

除外した上で算出している。これは「高齢

者」の回答傾向が非常に特徴的であるため

だが（表 ）、これには年代の特徴だけでは

なく、対象選定のバイアスや回答環境が影

響している可能性も考えられる（他の区分

では講習の前後に一斉に回答してもらうこ

とが多かったが、「高齢者」は講習が別会場

である場合が多かったため、結果、個別に

協力を要請して回答してもらうことが多く

なった）。

さらに、講習区分、性別、年齢のいずれ

かが不明のデータも結果的に除外された。

宮城県は全データとも講習区分の記録が不

明確であったため、残念ながら全て除外と

なった。結果、平均値算出に用いたデータ

数は （ ）である。

．体感治安等の都道府県差はなぜ生まれるか

図 は、「地域の治安意識」「犯罪不安感

（総合）」「警察信頼度」の調整済み都道府

県別平均値を散布図上にプロットしたもの

であり、各都道府県の意識の違いがよく表

れている。体感治安が悪いのは都市度の高

い都道府県に多く、大阪、愛知、千葉、埼

玉、福岡、京都、茨城などの一群、体感治

安が良好なのは、山形、島根、秋田、福井、

鳥取、長崎、岩手、宮崎などの一群であっ

た。

つの図を比べると、「地域の治安意識」

と「犯罪不安感（総合）」とは非常に相関が

高いのに対し、「警察信頼度」はそれほどで

もない。たとえば、「地域の治安意識」等が

低いにも関わらず「警察信頼度」が比較的

高いところ（茨城県、福島県など）、逆に、

「地域の治安意識」等が高いわりに警察信

頼度が低いところ（神奈川県など）があり、

「地域の治安意識」等と「警察信頼度」は

質的に異なることが示唆される。

この 変数の都道府県差を規定する要因

は何かを検討するため、これら 変数各々

を目的変数とし、その他の調査項目を説明

変数とする重回帰分析（ステップワイズ法）

を行った。なお、説明変数は、「環境認知」

「罪種別犯罪不安感」「防犯情報入手経験」

「防犯対策実施」というカテゴリーごとに

因子1 因子2 因子3 因子4

環境認知
（「見かける」度合）

無秩序、
迷惑行為

茂み・暗
い所・空
き家

青パト・
住民パト
ロール

警ら

路上ゴミ
乗捨自転車等
大声・けんか
夜間たむろ若者
スプレー落書
防犯カメラ
茂み
暗い所
空き家
住民パトロール
青パト
警察官パトロール等
＊「防犯カメラ」は、因子1の他変数と同符号であり、安心シグナルとはならなかった。

因子1 因子2 因子3 因子4

罪種別犯罪不安感
殺人暴
力，携行
品盗

自転車・
乗物盗

侵入盗
子ども・
性犯罪

殺人放火
暴力
携行品盗
子ども
性的犯罪
自転車盗
乗物盗
侵入盗
＊「特殊詐欺」は主成分分析の結果、他とは大きく異なっていたため、因子分析からは除外

因子1 因子2 因子3

防犯情報入手経験
（手段別）

学校・地
域・警察

メール・
ネット

口コミ・マ
スコミ

学校広報
地域広報
警察広報
電子メール
ネット
口コミ

マスコミ

因子1 因子2 因子3

防犯対策実施

乗物施
錠、来
客・戸締
り確認

家族話し
合い，暗
い道避け
る

歩行時携
帯操作

自動車施錠
自転車施錠
来客身元確認
戸締り確認
詐欺家族話合い
暗い道避ける
歩行時携帯等操作

【合成変数】

【大声・けんか・たむろ】

【ゴミ・乗り捨て等】

【スプレー落書・防犯カメラ】

【茂み・暗さ・空家】

【住民パトロール】

→【警ら】

【殺人・暴力】

【子ども・性犯罪】

【自転車・乗物盗】

【メール・ネット】

【口コミ・マスコミ】

【乗物施錠】

【来客・戸締り確認】

【学校・地域・警察広報】

→【携行品盗】

→【侵入盗】

→【詐欺家族話し合い】
→【暗い道避ける】
→【歩行時携帯等操作】

表 因子分析結果 （最尤法・共通因子解・
回転）と 合成変数化（単純加算）
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因子分析を行い、その結果等を参考に、適

宜、合成変数化している（表 。合成変数=
使用した変数の平均値）。 
重回帰分析の結果を表 、 に示す。 
表 は、罪種別犯罪被害経験（罪種は犯

罪不安感と同様。相関が高く該当率が低い）

を除く全変数を説明変数としたモデルだが、

「地域の治安意識」と「犯罪不安感（総合）」

は、いわば当たり前の関連である罪種別犯

罪不安感ばかりで説明されてしまう、

の値が高い変数があるなどの問題がみられ

た。表 は、説明変数から罪種別犯罪不安

感を除くなどして再分析した採用モデルで

あり、次のように解釈することができる。 
 「地域の治安意識」は、「大声で騒いで

いる人、けんか、路上飲酒」「夜、たむ

ろしている若者」および「住民による

防犯パトロール」「青パト」などを見か

けない都道府県で「よい」。

 「犯罪不安感（総合）」は、「路上に捨

てられたゴミやタバコのすいがら」「路

上に乗り捨てられた自転車やオートバ

イ」および「住民による防犯パトロー

ル」「青パト」などを見かけず、「来客

時は身元が確認できるまで玄関をあけ

ない」「外出時の戸締りを確認する」と

いう心がけをしておらず、持ち家率が

低い都道府県では低い。

 「警察信頼度」は、「大声で騒いでいる

人、けんか、路上飲酒」「夜、たむろし

ている若者」を見かけず、「パトロール

する警察官やパトカー」を見かける、

「犯罪に合わないようにするための注

意情報」を口コミ等で入手し、「近所づ

きあいがない人でも自主的な防犯活動

への参加経験がある」都道府県で高い。

（「近所づきあいなし」と「防犯活動参

加経験」は両方を同時にモデルに取り

込まないと有意にはならなかった。）

表 全変数を説明変数として投入した重回帰モデル

項 推定値 標準誤差 p値
切片
環境_大声・けんか・たむろ
環境_住民パトロール・青パト

R2乗

自由度調整R2乗

項 推定値 標準誤差 p値
切片
環境_ゴミ・乗捨て等
環境_住民パトロール・青パト
対策_来客・戸締り確認
住居_持ち家

R2乗

自由度調整R2乗

項 推定値 標準誤差 p値
切片
環境_大声・けんか・たむろ
環境_警ら
情報_口コミ・マスコミ
近所づきあいなし
防犯活動参加経験

R2乗

自由度調整R2乗

目的変数「地域の治安意識」

目的変数「総合的犯罪不安感」

目的変数「警察信頼度」

項 推定値 標準誤差 p値
切片
犯罪不安感_携行品盗
犯罪不安感_自転車・乗物盗
犯罪不安感_侵入盗
対策_暗い道避ける

R2乗

自由度調整R2乗

項 推定値 標準誤差 p値
切片
犯罪不安感_殺人・暴力
犯罪不安感_携行品盗
犯罪不安感_自転車・乗物盗
犯罪不安感_侵入盗
犯罪不安感_特殊詐欺等

R2乗

自由度調整R2乗

項 推定値 標準誤差 p値
切片
環境_警ら
犯罪不安感_自転車・乗物盗
情報_口コミ・マスコミ
防犯活動参加経験

R2乗

自由度調整R2乗

目的変数「地域の治安意識」

目的変数「総合的犯罪不安感」

目的変数「警察信頼度」

表 採用した重回帰モデル

＊ 目的変数は、いずれも「よい」側をプラスとした。「犯罪不安感（総合）」

も「不安を感じない」側がプラスである。
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以上、 変数のいずれも環境認知の影響

を受けることから、地域の体感治安等は、

自転車・乗物盗や侵入盗など、犯罪そのも

のへの不安感だけではなく、地域環境の何

がどの程度意識されているかによっても大

きく異なるということができる。

防犯活動を見かけることは、体感治安上

プラスに働くだけでなく、マイナスにもな

ることもわかった。「パトロールする警察官

やパトカー」や「地域住民による自主的な

防犯活動（参加経験）」は「警察信頼度」に

とってプラス、「住民による防犯パトロール」

「青パト」はいずれも「地域の治安意識」

および「犯罪不安感（総合）」にとってマイ

ナスとなった。今回の分析単位である地域

レベルでは、「住民による防犯パトロール」

「青パト」は、図らずも「この地域で何か

あるのではないか（あったのではないか）」

ということを想起させるシグナルの役割も

果たしていると考えられる。ただし、個人

を単位としたデータにおいては異なる結果

も予想されるので、今後の検討を課題とし

たい。

表 の モデルには、「地域の治安意識」

「犯罪不安感（総合）」「警察信頼度」の各々

を規定する要因の違いも現れた。

「地域の治安意識」および「警察信頼度」

にもっとも大きく影響する環境認知は、「大

声で騒いでいる人、けんか、路上飲酒」「夜、

たむろしている若者」であり、「犯罪不安感

（総合）」では「路上に捨てられたゴミやタ

バコのすいがら」「路上に乗り捨てられた自

転車やオートバイ」である。「地域の治安意

識」と「警察信頼度」は迷惑行為や防犯活

動など、人々の行動そのものによる影響を

受けやすく、「犯罪不安感（総合）」は人々

の行動の結果である物理的な状況の影響を

受けやすいといった異なる傾向があること

が示唆される。 
また、「警察信頼度」は、環境認知以外で

も、口コミ等による情報入手経験、近所づ

きあい、防犯活動参加経験と、地域コミュ

ニティ関連の項目が効いている。その上で、

「警察官やパトカーをよく見かける」とい

う遭遇機会の多さが、「地域の警察を信頼し

ている」という意識につながっている。

守山ら（ ）は、東京都内の住民を対

象に、社会的物理的無秩序に対して「不快

だ」「腹立たしい」「不安だ」「怖い」の

つのどれに該当するかを選択させるアンケ

ート調査を行っている。その結果、「夜間、

街灯が暗いところ」「空き家や空き店舗」「商

店街がさびれている様子」などの『物理的

無秩序（「不整備環境」）』は「不安だ」が多

く、「暴走族などに関わっている若者」「夜

間、公園などに集まっている若者」「ホーム

レス」など、『人が主体となる社会的無秩序』

は「怖い」が多いことを確認している。『体

感治安と個人不安感を区別すると、「環境不

整備」は体感治安よりも個人不安感に影響

を与えることが確認された』と述べられて

いるが、「犯罪不安感（総合）」が物理的無

秩序の影響を受けるという本調査結果は、

守山らの結果と整合性がある。

．環境認知などの都道府県比較

最後に、環境認知などの都道府県別結果

の比較を行う。ごく限られた時間内に回答

してもらう「インターフェイス型調査」の

性格上、調査項目数は非常に限られてはい

るが、このように全国横並びで結果を比較
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以上、 変数のいずれも環境認知の影響

を受けることから、地域の体感治安等は、

自転車・乗物盗や侵入盗など、犯罪そのも

のへの不安感だけではなく、地域環境の何

がどの程度意識されているかによっても大

きく異なるということができる。

防犯活動を見かけることは、体感治安上

プラスに働くだけでなく、マイナスにもな

ることもわかった。「パトロールする警察官

やパトカー」や「地域住民による自主的な

防犯活動（参加経験）」は「警察信頼度」に

とってプラス、「住民による防犯パトロール」

「青パト」はいずれも「地域の治安意識」

および「犯罪不安感（総合）」にとってマイ

ナスとなった。今回の分析単位である地域

レベルでは、「住民による防犯パトロール」

「青パト」は、図らずも「この地域で何か

あるのではないか（あったのではないか）」

ということを想起させるシグナルの役割も

果たしていると考えられる。ただし、個人

を単位としたデータにおいては異なる結果

も予想されるので、今後の検討を課題とし

たい。

表 の モデルには、「地域の治安意識」

「犯罪不安感（総合）」「警察信頼度」の各々

を規定する要因の違いも現れた。

「地域の治安意識」および「警察信頼度」

にもっとも大きく影響する環境認知は、「大

声で騒いでいる人、けんか、路上飲酒」「夜、

たむろしている若者」であり、「犯罪不安感

（総合）」では「路上に捨てられたゴミやタ

バコのすいがら」「路上に乗り捨てられた自

転車やオートバイ」である。「地域の治安意

識」と「警察信頼度」は迷惑行為や防犯活

動など、人々の行動そのものによる影響を

受けやすく、「犯罪不安感（総合）」は人々

の行動の結果である物理的な状況の影響を

受けやすいといった異なる傾向があること

が示唆される。 
また、「警察信頼度」は、環境認知以外で

も、口コミ等による情報入手経験、近所づ

きあい、防犯活動参加経験と、地域コミュ

ニティ関連の項目が効いている。その上で、

「警察官やパトカーをよく見かける」とい

う遭遇機会の多さが、「地域の警察を信頼し

ている」という意識につながっている。

守山ら（ ）は、東京都内の住民を対

象に、社会的物理的無秩序に対して「不快

だ」「腹立たしい」「不安だ」「怖い」の

つのどれに該当するかを選択させるアンケ

ート調査を行っている。その結果、「夜間、

街灯が暗いところ」「空き家や空き店舗」「商

店街がさびれている様子」などの『物理的

無秩序（「不整備環境」）』は「不安だ」が多

く、「暴走族などに関わっている若者」「夜

間、公園などに集まっている若者」「ホーム

レス」など、『人が主体となる社会的無秩序』

は「怖い」が多いことを確認している。『体

感治安と個人不安感を区別すると、「環境不

整備」は体感治安よりも個人不安感に影響

を与えることが確認された』と述べられて

いるが、「犯罪不安感（総合）」が物理的無

秩序の影響を受けるという本調査結果は、

守山らの結果と整合性がある。

．環境認知などの都道府県比較

最後に、環境認知などの都道府県別結果

の比較を行う。ごく限られた時間内に回答

してもらう「インターフェイス型調査」の

性格上、調査項目数は非常に限られてはい

るが、このように全国横並びで結果を比較
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図 ．「環境認知」「罪種別犯罪不安感」の都道府県別平均値

（「地域の治安意識」が良好な順に並べ替え）
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図 ．「環境認知」「罪種別犯罪不安感」の都道府県別平均値

（「地域の治安意識」が良好な順に並べ替え）

 

1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7

大阪

愛知

千葉

埼玉

福岡

京都

茨城

香川

岡山

三重

滋賀

兵庫

群馬

広島

奈良

岐阜

神奈川

北海道

東京

沖縄

山梨

福島

和歌山

栃木

富山

大分

山口

静岡

佐賀

愛媛

青森

鹿児島

高知

徳島

新潟

熊本

長野

石川

宮崎

岩手

長崎

鳥取

福井

秋田

島根

山形

環境認知

ゴミ・乗捨て等 大声・けんか・たむろ

スプレー・防犯カメラ 茂み・暗さ・空家

住民パトロール 警ら

2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3

大阪

愛知

千葉

埼玉

福岡

京都

茨城

香川

岡山

三重

滋賀

兵庫

群馬

広島

奈良

岐阜

神奈川

北海道

東京

沖縄

山梨

福島

和歌山

栃木

富山

大分

山口

静岡

佐賀

愛媛

青森

鹿児島

高知

徳島

新潟

熊本

長野

石川

宮崎

岩手

長崎

鳥取

福井

秋田

島根

山形

罪種別犯罪不安感

殺人・暴力 携行品盗

子ども・性犯罪 自転車・乗物盗

侵入盗 特殊詐欺

【環境認知】
(1)見かけない← →見かける(4)

【罪種別犯罪不安感】
(1)不安を感じる← →不安を感じない(5)

72Policy & Research No.12 (March 2017)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

大阪

愛知

千葉

埼玉

福岡

京都

茨城

香川

岡山

三重

滋賀

兵庫

群馬

広島

奈良

岐阜

神奈川

北海道

東京

沖縄

山梨

福島

和歌山

栃木

富山

大分

山口

静岡

佐賀

愛媛

青森

鹿児島

高知

徳島

新潟

熊本

長野

石川

宮崎

岩手

長崎

鳥取

福井

秋田

島根

山形

防犯情報入手経験（手段別）

学校・地域・警察広報

メール・ネット

口コミ・マスコミ

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

大阪

愛知

千葉

埼玉

福岡

京都

茨城

香川

岡山

三重

滋賀

兵庫

群馬

広島

奈良

岐阜

神奈川

北海道

東京

沖縄

山梨

福島

和歌山

栃木

富山

大分

山口

静岡

佐賀

愛媛

青森

鹿児島

高知

徳島

新潟

熊本

長野

石川

宮崎

岩手

長崎

鳥取

福井

秋田

島根

山形

防犯対策実施

乗物施錠 来客・戸締り確認

詐欺家族話合い 暗い道避ける

歩行時携帯等操作
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（「地域の治安意識」が良好な順に並べ替え）

73 政策と調査　第12号（2017年3月）



Policy & Research No.12 (March 2017) 74

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0.3 0.5 0.7 0.9

大阪

愛知

千葉

埼玉

福岡

京都

茨城

香川

岡山

三重

滋賀

兵庫

群馬

広島

奈良

岐阜

神奈川

北海道

東京

沖縄

山梨

福島

和歌山

栃木

富山

大分

山口

静岡

佐賀

愛媛

青森

鹿児島

高知

徳島

新潟

熊本

長野

石川

宮崎

岩手

長崎

鳥取

福井

秋田

島根

山形

住まい

住居_戸建

住居_持ち家

【住まい】
(0) NO← →YES(1)

2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4

大阪

愛知

千葉

埼玉

福岡

京都

茨城

香川

岡山

三重

滋賀

兵庫

群馬

広島

奈良

岐阜

神奈川

北海道

東京

沖縄

山梨

福島

和歌山

栃木

富山

大分

山口

静岡

佐賀

愛媛

青森

鹿児島

高知

徳島

新潟

熊本

長野

石川

宮崎

岩手

長崎

鳥取

福井

秋田

島根

山形

居住年数

居住年数

0.0 0.2 0.4 0.6

大阪

愛知

千葉

埼玉

福岡

京都

茨城

香川

岡山

三重

滋賀

兵庫

群馬

広島

奈良

岐阜

神奈川

北海道

東京

沖縄

山梨

福島

和歌山

栃木

富山

大分

山口

静岡

佐賀

愛媛

青森

鹿児島

高知

徳島

新潟

熊本

長野

石川

宮崎

岩手

長崎

鳥取

福井

秋田

島根

山形

地域とのかかわり

近所づきあいなし

防犯活動参加経験

【地域との関わり】
(0) NO← →YES(1)

【地域への居住年数】
(1) 5年未満←→20年以上(4)

0.0 0.2 0.4 0.6

大阪

愛知

千葉

埼玉

福岡

京都

茨城

香川

岡山

三重

滋賀

兵庫

群馬

広島

奈良

岐阜

神奈川

北海道

東京

沖縄

山梨

福島

和歌山

栃木

富山

大分

山口

静岡

佐賀

愛媛

青森

鹿児島

高知

徳島

新潟

熊本

長野

石川

宮崎

岩手

長崎

鳥取

福井

秋田

島根

山形

同居家族

単身

同居本人_高齢

同居_子ども

【同居家族】
(0) NO← →YES(1)

図 ．「個人属性」の都道府県別平均値

（「地域の治安意識」が良好な順に並べ替え）
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（「地域の治安意識」が良好な順に並べ替え）
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Correlates of Anti-Crime Behavior and Membership in Neighborhood Watch Activities: 
Reconsidering a Theory Based upon a Sociological Perspective 

The present paper examines the correlates of membership in neighborhood watch 
activities and anti-crime behavior by using data from the National Uniform Subjective 
Security Survey conducted by the National Police Agency. The results are as follows: 
1) Women are less likely to participate in neighborhood watch activities, except for 
those living with a sixth-grade child or younger. 
2) Confidence in police, social ties, and incivility relate to membership in neighborhood 
watch activities. 
3) Fear of heinous crimes has no significant effect on membership in neighborhood 
watch activities. 
4) Women are more likely to be serious about anti-crime behavior.  
5) Confidence in police as well as fear of heinous crimes and personal victimization 
relate to anti-crime behavior.
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B S.E. Wald 95%
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60 1.94 0.06 1142.75 6.93 *** 6.19 , 7.75
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R 2 (Cox & Snell) 0.15

R 2 (Nagelkerke) 0.23
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p <0.001

* p< 0.05,  ** p< 0.01, *** p< 0.001
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1.15 *** 1.10 , 1.21 1.19 *** 1.15 , 1.24
1.52 *** 1.33 , 1.74 1.67 *** 1.48 , 1.89
1.02 *** 1.01 , 1.03 1.02 *** 1.01 , 1.03
1.03 0.98 , 1.08 1.01 0.96 , 1.05

R 2 (Cox & Snell) 0.13 0.16

R 2 (Nagelkerke) 0.21 0.25
19191 25580

p <0.001 p <0.001

* p< 0.05,  ** p< 0.01, *** p< 0.001
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95% 95%
0.00 *** 0.01 ***

, ,

30 2.49 *** 2.03 , 3.04 1.43 *** 1.22 , 1.68

40 5.42 *** 4.51 , 6.51 2.53 *** 2.19 , 2.93

50 7.85 *** 6.55 , 9.40 4.05 *** 3.52 , 4.67

60 9.02 *** 7.47 , 10.88 5.75 *** 4.99 , 6.62
14.13 *** 10.81 , 18.46 10.18 *** 8.41 , 12.31
0.77 ** 0.64 , 0.92 0.73 *** 0.64 , 0.85
1.45 *** 1.31 , 1.61 1.37 *** 1.26 , 1.50
0.95 0.88 , 1.04 1.03 0.94 , 1.12
1.16 *** 1.11 , 1.22 1.19 *** 1.15 , 1.24

1.56 *** 1.29 , 1.89 1.38 *** 1.17 , 1.62
1.15 0.93 , 1.42 1.49 *** 1.27 , 1.75
1.32 *** 1.15 , 1.52 1.75 *** 1.56 , 1.97
2.93 *** 2.61 , 3.28 3.07 *** 2.79 , 3.38
1.15 *** 1.10 , 1.21 1.19 *** 1.15 , 1.24
1.52 *** 1.33 , 1.74 1.67 *** 1.48 , 1.89
1.02 *** 1.01 , 1.03 1.02 *** 1.01 , 1.03
1.03 0.98 , 1.08 1.01 0.96 , 1.05

R 2 (Cox & Snell) 0.13 0.16

R 2 (Nagelkerke) 0.21 0.25
19191 25580

p <0.001 p <0.001

* p< 0.05,  ** p< 0.01, *** p< 0.001

95% 95%
0.01 *** 0.01 ***

0.90 0.80 , 1.01 0.79 *** 0.74 , 0.84

30 2.78 *** 2.10 , 3.68 1.24 * 1.05 , 1.46

40 4.04 *** 3.05 , 5.35 3.58 *** 3.15 , 4.06

50 5.45 *** 3.96 , 7.50 5.29 *** 4.71 , 5.95

60 8.01 *** 5.85 , 10.96 6.75 *** 5.98 , 7.61
10.53 *** 6.73 , 16.46 11.77 *** 9.98 , 13.87

, 0.75 *** 0.67 , 0.84
, ,

1.00 0.88 , 1.15 0.97 0.91 , 1.04
1.23 *** 1.17 , 1.29 1.17 *** 1.13 , 1.21

1.10 0.87 , 1.41 1.61 *** 1.39 , 1.87
1.16 0.91 , 1.47 1.47 *** 1.26 , 1.71
1.36 *** 1.17 , 1.58 1.68 *** 1.50 , 1.88
2.69 *** 2.32 , 3.12 3.08 *** 2.83 , 3.34
1.23 *** 1.17 , 1.30 1.16 *** 1.12 , 1.19
1.71 *** 1.47 , 1.98 1.56 *** 1.39 , 1.75
1.02 *** 1.01 , 1.03 1.02 *** 1.01 , 1.02
0.99 0.92 , 1.05 1.02 0.99 , 1.06

R 2 (Cox & Snell) 0.11 0.16

R 2 (Nagelkerke) 0.18 0.25
10574 34197

p <0.001 p <0.001

* p< 0.05,  ** p< 0.01, *** p< 0.001
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B S.E. Wald 95%
-1.22 0.08 231.16 0.29 ***

2.16 0.03 5683.18 8.64 *** 8.17 , 9.14

30 0.18 0.04 23.08 1.19 *** 1.11 , 1.28

40 0.40 0.04 118.97 1.49 *** 1.39 , 1.60

50 0.80 0.04 426.85 2.22 *** 2.06 , 2.39

60 1.31 0.04 904.06 3.69 *** 3.39 , 4.02
1.39 0.08 302.24 4.00 *** 3.42 , 4.67

-0.23 0.04 35.51 0.79 *** 0.73 , 0.86
0.02 0.03 0.60 1.02 0.96 , 1.09

-0.14 0.03 23.93 0.87 *** 0.82 , 0.92
-0.08 0.01 39.29 0.93 *** 0.91 , 0.95

0.10 0.05 4.28 1.11 * 1.01 , 1.22
0.01 0.05 0.02 1.01 0.91 , 1.11

-0.08 0.03 5.31 0.92 * 0.86 , 0.99
0.10 0.03 13.38 1.11 *** 1.05 , 1.17
0.18 0.01 215.83 1.19 *** 1.17 , 1.22
0.31 0.05 41.18 1.36 *** 1.24 , 1.49
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 , 1.01
0.27 0.02 294.32 1.31 *** 1.27 , 1.35

R 2 (Cox & Snell) 0.21

R 2 (Nagelkerke) 0.29
44721

p <0.001

* p< 0.05,  ** p< 0.01, *** p< 0.001
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B S.E. Wald 95%
-1.22 0.08 231.16 0.29 ***

2.16 0.03 5683.18 8.64 *** 8.17 , 9.14

30 0.18 0.04 23.08 1.19 *** 1.11 , 1.28

40 0.40 0.04 118.97 1.49 *** 1.39 , 1.60

50 0.80 0.04 426.85 2.22 *** 2.06 , 2.39

60 1.31 0.04 904.06 3.69 *** 3.39 , 4.02
1.39 0.08 302.24 4.00 *** 3.42 , 4.67

-0.23 0.04 35.51 0.79 *** 0.73 , 0.86
0.02 0.03 0.60 1.02 0.96 , 1.09

-0.14 0.03 23.93 0.87 *** 0.82 , 0.92
-0.08 0.01 39.29 0.93 *** 0.91 , 0.95

0.10 0.05 4.28 1.11 * 1.01 , 1.22
0.01 0.05 0.02 1.01 0.91 , 1.11

-0.08 0.03 5.31 0.92 * 0.86 , 0.99
0.10 0.03 13.38 1.11 *** 1.05 , 1.17
0.18 0.01 215.83 1.19 *** 1.17 , 1.22
0.31 0.05 41.18 1.36 *** 1.24 , 1.49
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 , 1.01
0.27 0.02 294.32 1.31 *** 1.27 , 1.35

R 2 (Cox & Snell) 0.21

R 2 (Nagelkerke) 0.29
44721

p <0.001

* p< 0.05,  ** p< 0.01, *** p< 0.001

95% 95%
2.68 *** 0.29 ***

, ,

30 1.41 *** 1.24 , 1.61 1.07 0.98 , 1.17

40 1.92 *** 1.67 , 2.20 1.32 *** 1.21 , 1.43

50 3.29 *** 2.80 , 3.85 1.90 *** 1.74 , 2.07

60 6.45 *** 5.12 , 8.14 3.18 *** 2.90 , 3.50
2.82 *** 1.92 , 4.13 3.94 *** 3.32 , 4.66
0.68 *** 0.57 , 0.80 0.82 *** 0.75 , 0.89
1.19 ** 1.05 , 1.36 0.98 0.92 , 1.05
0.91 0.82 , 1.01 0.91 ** 0.85 , 0.97
0.90 *** 0.85 , 0.94 0.94 *** 0.91 , 0.96

1.38 ** 1.09 , 1.74 1.07 0.96 , 1.19
0.93 0.75 , 1.15 1.02 0.92 , 1.14
0.86 * 0.75 , 0.99 0.94 0.87 , 1.02
1.12 1.00 , 1.25 1.10 ** 1.04 , 1.17
1.20 *** 1.14 , 1.27 1.20 *** 1.16 , 1.23
1.36 ** 1.13 , 1.65 1.36 *** 1.22 , 1.51
0.99 0.98 , 1.00 1.00 1.00 , 1.01
1.31 *** 1.22 , 1.39 1.31 *** 1.26 , 1.35

R 2 (Cox & Snell) 0.04 0.07

R 2 (Nagelkerke) 0.08 0.09
19170 25551

p <0.001 p <0.001

* p< 0.05,  ** p< 0.01, *** p< 0.001
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95% 95%
0.28 *** 0.29 ***

10.46 *** 9.19 , 11.91 8.20 *** 7.70 8.73

30 1.24 * 1.05 , 1.46 1.19 *** 1.09 1.30

40 1.70 *** 1.43 , 2.02 1.44 *** 1.32 1.56

50 2.36 *** 1.84 , 3.02 2.18 *** 2.01 2.36

60 3.76 *** 2.89 , 4.89 3.65 *** 3.33 3.99
2.96 *** 1.88 , 4.68 4.12 *** 3.49 4.87

, 0.81 *** 0.75 0.87
, ,

0.89 0.77 , 1.02 0.88 *** 0.83 0.94
0.91 *** 0.87 , 0.95 0.93 *** 0.91 0.96

1.15 0.95 , 1.40 1.09 0.97 1.22
0.99 0.81 , 1.20 1.01 0.90 1.13
0.92 0.81 , 1.04 0.92 0.85 1.00
0.99 0.89 , 1.10 1.14 *** 1.07 1.21
1.20 *** 1.14 , 1.26 1.19 *** 1.16 1.22
1.34 *** 1.15 , 1.57 1.36 *** 1.22 1.53
1.01 1.00 , 1.02 1.00 0.99 1.00
1.25 *** 1.18 , 1.34 1.33 *** 1.28 1.37

R 2 (Cox & Snell) 0.22 0.20

R 2 (Nagelkerke) 0.31 0.28
10553 34168

p <0.001 p <0.001

* p< 0.05,  ** p< 0.01, *** p< 0.001
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95% 95%
0.28 *** 0.29 ***

10.46 *** 9.19 , 11.91 8.20 *** 7.70 8.73

30 1.24 * 1.05 , 1.46 1.19 *** 1.09 1.30

40 1.70 *** 1.43 , 2.02 1.44 *** 1.32 1.56

50 2.36 *** 1.84 , 3.02 2.18 *** 2.01 2.36

60 3.76 *** 2.89 , 4.89 3.65 *** 3.33 3.99
2.96 *** 1.88 , 4.68 4.12 *** 3.49 4.87

, 0.81 *** 0.75 0.87
, ,

0.89 0.77 , 1.02 0.88 *** 0.83 0.94
0.91 *** 0.87 , 0.95 0.93 *** 0.91 0.96

1.15 0.95 , 1.40 1.09 0.97 1.22
0.99 0.81 , 1.20 1.01 0.90 1.13
0.92 0.81 , 1.04 0.92 0.85 1.00
0.99 0.89 , 1.10 1.14 *** 1.07 1.21
1.20 *** 1.14 , 1.26 1.19 *** 1.16 1.22
1.34 *** 1.15 , 1.57 1.36 *** 1.22 1.53
1.01 1.00 , 1.02 1.00 0.99 1.00
1.25 *** 1.18 , 1.34 1.33 *** 1.28 1.37

R 2 (Cox & Snell) 0.22 0.20

R 2 (Nagelkerke) 0.31 0.28
10553 34168

p <0.001 p <0.001

* p< 0.05,  ** p< 0.01, *** p< 0.001
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Ferraro, Kenneth F., Fear of Crime: 
Interpreting Victimization Risk, State 
University of New York Press, 1995  

Warr, M., "Fear of Crime in the United 
States: Avenues for Research and Policy." 
D. Duffee.(ed.)Measurement and Analysis 
of Crime: Criminal justice2000 Vol. 4, 
United States Department of Justice, 
Office of Justice Programs. 451-489, 2000  
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Office of Justice Programs. 451-489, 2000  

 

 

Utilizing Social Surveys in Anti-Crime Measures: Comparison between The National 
Uniform Subjective Security Survey and Existing Crime Surveys 

The National Uniform Subjective Security Survey is administered by prefectural police 
headquarters to plan and evaluate their crime-reduction activities by measuring 
citizen's perceptions of crime. In this study, the chi-square test showed that the survey 
underrepresents women and older people compared to national census and that, 
controlling for such demographics, survey respondents report more crime victimization 
than is reported in an existing national-wide crime survey in which quota-sampled 
respondents complete questionnaires in their homes. The study also found that the 
survey can be utilized to examine citizens’ worries about crime and problem-solving 
policing, after calibrating such sampling and measuring systematic differences. 

 

 

Utilizing Social Surveys in Anti-Crime Measures: Comparison between The National 
Uniform Subjective Security Survey and Existing Crime Surveys 

The National Uniform Subjective Security Survey is administered by prefectural police 
headquarters to plan and evaluate their crime-reduction activities by measuring 
citizen's perceptions of crime. In this study, the chi-square test showed that the survey 
underrepresents women and older people compared to national census and that, 
controlling for such demographics, survey respondents report more crime victimization 
than is reported in an existing national-wide crime survey in which quota-sampled 
respondents complete questionnaires in their homes. The study also found that the 
survey can be utilized to examine citizens’ worries about crime and problem-solving 
policing, after calibrating such sampling and measuring systematic differences. 
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欺や，女性に対する犯罪被害についての意

識や行動を取り扱う際には，男女別・年齢

層別に層別して分析を行う，サンプル数を

調整するなどの重みづけを行うことが必要

である。

．回答者の社会経済変数

犯罪被害や犯罪不安には，回答者の性・

年齢層のみならず，居住年数，同居家族数，

住んでいる住宅の種類，住宅所有などさま

ざまな社会経済変数が関係する。このため，

両調査の社会経済変数についても比較を行

った。警察庁調査について，都道府県の人

口の逆数で重みをかけたもの，都道府県の

性・年齢層別の人口の逆数で重みをかけた

もの，重みなしの 種類を用いた。

その結果，単身居住者の割合は，社安研

調査 ）が，警察庁調査（重みなし

県重み ，県・性別人口別重み

）よりも ポイントほど高かった（図

）。これは社安研調査が，単身世帯をオー

バーサンプリングしていることが原因だと

思われる。

戸建て居住は警察庁調査の重みづけによ

って大きな差異が見られた。人口規模が大

きなほど都道府県ほど都市化が進んでいる

ため，人口で補正をかけた場合に，戸建て

に住む回答者率が低くなると考えられる。

持ち家率も補正のかけ方による差異が大き

くみられたが，子どもの同居人数は調査間

でほとんど差異は見られなかった。

．犯罪被害

代表的な つの犯罪類型（侵入盗，自動

車・オートバイ盗，自転車盗，特殊詐欺等，

性的犯罪）について，過去１年の世帯犯罪

被害を前項と同様の方法で比較した（図 ）。

つの調査は，犯罪被害の参照期間（

年）や対象（回答者および家族）は同一で

ある。しかし，警察庁調査は，都道府県の

人口比や性・年齢層の人口比率を調整した

後も，社安研調査に比べて，被害率が ～

倍程度高いことが明らかになった。

この原因として，サンプリング方法や実

査方法が考えられる。先述のとおり，社安

研調査は現地訪問での割り当て調査である

ため，被害に遭遇しやすい活動的ライフス

タイルの回答者が抜け落ち，被害率を過小

評価した可能性がある。一方，警察庁調査

は，警察が実施主体になっているため，回

答者が，警察に対する要望として参照期間

以前の被害を申告し，被害率を過大評価す

る可能性がある（類似の概念に，公的機関

が実施主体の社会調査では，大学等が実施

主体の社会調査に比べて，市民がより施策

に賛意を示す温情バイアス（栗山 ）が

知られている）。このように， つの調査方

法の相違が，直近の犯罪被害経験に逆方向

の影響を与えた可能性がある。

．犯罪不安

前項と同じ つの犯罪類型について，犯

罪不安の程度を比較した。ともに 件法で

あるが，参照する被害者が，警察庁調査は

本人のみ，社安研は本人と同居家族で異な

っている。また，選択肢のワーディングも，

警察庁調査は「不安を感じる～感じない」，

社安研調査は「不安はない～非常に不安」

と異なるため，厳密な比較は妥当ではない。

このため，罪種間の相対順位をみると，社

安研調査では侵入盗の犯罪不安が他の 類

型に比べて高いのに対し，警察庁調査では

重みづけの方法によらず，自転車盗の犯罪

不安が最も高かった。しかし，その差異は

前項の犯罪被害ほど大きくはなかった。
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調査の概要、実施状況、集計結果

『全国統一治安意識調査（平成 年）』概要

調査概要

調査票

調査実施状況

調査実施施設・場所，曜日（都道府県別）

講習区分（都道府県別，×性別・年齢層）

回答者属性（都道府県別，性別，年齢層など）

無回答率（都道府県別，設問毎）

全体の集計結果

単純集計（実数）

集計表（単純集計，年齢・性別とのクロス集計）
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(1) 『全国統一治安意識調査（平成 27 年）』概要

 調査概要

 平成 年 月 日付で、警察庁生活安全局生活安全企画課長より、警視庁生活安全部

長および各道府県警察（方面）本部長宛に、『「治安に関する住民意識調査」の実施につ

いて（依頼）』の事務連絡文書を発出。

 調査概要は以下のとおりであった。

実施期間：平成 年 月 日から同年 月 日までの間

必要回答数：各都道府県 部

調査概要：

 受託業者から、各都道府県警察の担当者あてに調査票が 部送付される。

 担当者は、運転免許担当部署の了解を得た上で、運転免許試験場等において

上記実施期間内に調査を実施し、上記必要回答数を回収する。

 担当者は、調査結果を「実施結果票」及び「総括報告書」に記載し、調査実

施施設・実施場所・実施日・更新区分ごとに束ねた記載済み調査票とともに、

受託業者宛て返送する。

108Policy & Research No.12 (March 2017)
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「人口推計」全国* 

合計 

10北海道  
20青森 
21岩手 
22宮城 
23秋田 
24山形 
25福島 
30東京 
40茨城 
41栃木 
42群馬 
43埼玉 
44千葉 

45神奈川 
46新潟 
47山梨 
48長野 
49静岡 
50富山 
51石川 
52福井 
53岐阜 
54愛知 
55三重 
60滋賀 
61京都 
62大阪 
63兵庫 
64奈良 

65和歌山 
70鳥取 
71島根 
72岡山 
73広島 
74山口 
80徳島 
81香川 
82愛媛 
83高知 
90福岡 
91佐賀 
92長崎 
93熊本 
94大分 
95宮崎 

96鹿児島 
97沖縄 

年齢構成（20～60代） 

20代 30代 40代 50代 60代 

「人口推計」全国＊ 出展：「人口推計」（総務省統計局） 
〈都道府県，年齢（5 歳階級），男女別人口－総人口（平成 26 年 10 月 1 日現在）〉
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■投 稿 規 定■ 
１．（ジャンルと枚数）投稿をお願いするのは、次のものです。 

・論文 

・研究ノート、判例研究、ケース 

・資料、翻訳 

・海外事情 

・書評 

・その他 

以上の投稿原稿の枚数は、論文より翻訳までは 400 字詰原稿用紙 80 枚を、海外事情よりその他までは

同 50 枚を限度とします。投稿原稿には、投稿者名を記入せず、「拙稿」「拙著」など投稿者を特定出来る

ような表現は使用しないでください。 

投稿の際はコピーと要約を各一部付けて下さい。 

２．（投稿回数）原稿受付は年１回、原則として 12 月末日とします。 

３．（レフリー制）投稿原稿は、編集委員会の審査を経て採用を決定します。 

４．（投稿資格）投稿は原則として自由です。 

５．（著作権）掲載された論文等の著作権（著作権法第 21 条—第 28 条）は埼玉大学社会調査研究センタ

ーに帰属し、投稿者はその電子化による学内外への公開を許諾するものとします。 

編集委員会 
◎松本 正生（埼玉大学社会調査研究センター長） 
外山 公美（立教大学コミュニティ福祉学部教授） 
畠山 真一（埼玉県総合調整幹） 
堀江 浩 （朝日新聞社編集委員） 
松田 映二（埼玉大学社会調査研究センター准教授） 
（◎は委員長） 
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