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防犯カメラについて、お困りごと、
気になることありませんか？
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防犯設備士監修

防犯カメラ
導入・活用e-book

●現代防犯カメラ事情

防犯カメラってどんなもの？

マナー向上 トラブル
防止・解決 進捗報告 ライブ映像

配信

生産管理 スタッフ
マネジメント マーケティング 経営管理

犯罪抑止・捜査に大きく貢献。その他のメリットも！

 防犯以外にもこんな使い道が！

近年防犯意識の高まりから、まちの至るところで防犯カメラを見かけるようになりました。
防犯カメラがあることで犯罪抑止効果や犯罪や事故が起きた際に解決の手がかりとなることが
期待されます。最近ではマーケティングへの活用など幅広く利用されるようになってきています。

防犯カメラの設置が浸透し、カメラの性能・技術が向上し
ている昨今、その活用の幅が広がっています。映像を事後
に確認するだけでなく、リアルタイムに人や物の流れを把

握することでマネジメント等にも活用する動きが高まって
きています。防犯、監視だけでなくビジネスへの活用へと
広がり、ますます利用価値が高まっていくと考えられます。

不法投棄や
いたずら防止に役立つ！

レジや注文などの
トラブルに！

建設の進捗を
施工主が確認できる！

観光地の見どころや
開花状況をPR！

作業の無駄をなくし、
効率アップ！

スタッフの適切な配備や
スキル向上に！

客層や回転率が
把握できる！

在庫状況が
ひと目でわかる！

防犯カメラ画像が被疑者特定の手助けに！
防犯カメラの効果

警察庁が発表した「令和元年の刑法犯に関する統計資料」
によると、防犯カメラ等の画像が被疑者特定の一助となっ
ていることがわかりました。当資料によると、重要犯罪（殺
人、強盗、放火、強制性交等、強制わいせつ、略取誘拐・人
身売買）および重要窃盗犯（侵入窃盗、自動車盗、ひったく
り、すり）の本件事件のうち、防犯カメラ等の画像が被疑者

特定のきっかけになったケースが、ともに10％を超え、職
務質問がきっかけとなった件数を上回っています。なかで
もひったくりは、検挙された310件のうち103件が防犯カ
メラ等の画像がきっかけとなっており、全体の33％にも上
りました。防犯カメラの画像が被疑者特定、事件解決につ
ながり、「安心」｢安全」なまちづくりにひと役買っています。

出典：警察庁「令和
元年の刑法犯に関
する統計資料」図表
:2-1-0-2（重要犯罪
罪種・本件・余罪・主
たる被疑者の特定
の端緒（警察活動）
別検挙件数R元）を
もとにNTT東日本に
て作成

出典：警察庁「令和
元年の刑法犯に関
する統計資料」図表
:2-2-0-2（重要窃盗
犯手口・本件・余罪・
主たる被疑者の特
定の端緒（警察活動）
別検挙件数R元）を
もとにNTT東日本に
て作成

令和元年 重要犯罪（本件事件）
主たる被疑者の特定の端緒

令和元年 重要窃盗犯（本件事件）
主たる被疑者の特定の端緒

防犯カメラ等の画像
1,297件

職務質問
799件

その他
3,926件

該当なし
750件

19%

58%

11%

重要窃盗犯
検挙件数
（本件事件）
合計6,772件

重要犯罪
検挙件数
（本件事件）
合計7,066件

防犯カメラ等の
画像 935件

職務質問
558件

その他
4,137件

該当なし
1,436件

8%

59%

20%

●現代防犯カメラ事情

犯罪抑止・捜査に大きく貢献。その他のメリットも！
どんなタイプのカメラをお探しですか？
目的に合わせてカメラを選択・設置！

出典：警察庁「令和元年の刑法犯に関する統計資料」

混雑検知 AIによる画像解析により、混雑
状況を見える化し三密を回避 発熱検知 サーモカメラによる迅速な体温

測定で、発熱者を発見 遠隔監視
カメラ映像を離れた場所から確認
できるため、現地に行く機会が減
り、接触によるリスクを軽減

13%

12%

混雑検知や発熱検知、遠隔監視などのカメラの機能を活用すれば
新型コロナウイルス感染症対策にも活かされます。感染症対策にも!



どんなタイプのカメラをお探しですか？

防犯カメラをいざ設置しようとすると、たくさんのカメラがあり、どれを選べば良いのか迷ってしまいます。
まずは、どんなカメラがあるのか、形状・機能や、データの保存方法による違いを知り、
自分にとって必要なカメラがどれなのか知っていきましょう。

●さらにそれぞれ屋外用と屋内用がある

●こんな便利機能付きカメラも！

●形状・機能で分かれる3種類

●2種類のデータ保存方法

屋外用の機能・特徴

クラウド保存

レコーダー保存

■ 防塵・防水
　 雨や風に耐えられるよう防塵・防水機能が付いています。
■ 赤外線照明付きデイナイト型
　 赤外線照明付きデイナイト型カメラは、日中はカラーで撮影し、ある一定の照度を下回
　 ると、ナイトモードに切り替わり、近赤外線を利用して高画質の白黒映像となります。

1秒間

逆光対応【ワイドダイナミックレンジ（WDR）】

逆光により白飛びや黒つぶれが起き、
被写体が見えなくなるという問題を軽
減します。

音声録音
基本的に録音はレコーダーで行いま
すが、マイクやスピーカーを内蔵し、録
音や再生ができるカメラもあります。

全方位カメラ
1台で360°撮影できるドーム型の防
犯カメラです。死角なく撮影でき、設
置台数が抑えられます。

BOX型
見た目に存在感があるた
め、犯罪抑止効果が高いカ
メラです。用途に応じて、
広角に撮影できるカメラや
ズーム機能のあるカメラに
することで撮影範囲を設定
できます。撮影方向は一方
向に固定されているため、
複数設置することで広範囲
をカバーでき、防犯効果が
高まります。バレット型とも
呼ばれます。

ドーム型
丸型のデザインで空間になじ
みやすく、カメラの存在を意
識させたくない店舗やマンシ
ョン等への設置に適していま
す。どの方向を撮影している
かわかりにくいため、死角が
わかりにくいというメリット
もあります。

PTZ型
遠隔操作により、レンズをパン
（水平回転）、チルト（垂直回
転）、ズーム（拡大・縮小）でき
ます。撮影範囲を自在に変え
られるため、時間帯や用途に
より撮影範囲を変えたい場
合や、監視員が常駐している
場合に有効です。旋回中に死
角ができてしまうので、固定
カメラと併用すると安心です。

映像の保存方法には、以下の2つがあります。
保存方法により映像が利用できる範囲が変わるので、用途に合わせて保存方法を選択します。

映像データがクラウド上に保存されます。インターネット環境があれば、パソコンやスマートフォンなどで遠隔地からも
映像が見られます。録画用のレコーダー機器が不要なため、その分の購入コストや設置スペースを削減できます。

クラウド保存
ここが

レコーダ保存
ここが

防犯カメラで撮った映像をカメラ設置場所のレコーダーに保存します。
録画用のレコーダ機器が別途必要です。

●フレームレートの設定
防犯カメラ映像は１秒30コマあると安心
動画は、膨大な枚数の静止画によって構成されていますが、１秒間に構成するコマ数
をフレームレートといいます。映画は1秒間に24コマ、テレビ放送は30コマ程度です。
1秒5コマ以上が推奨されていますが、30コマあれば、テレビのようにより鮮明な映像
になるため、状況の確認や把握に有効です。

映像がクラウド上に
あるので、AI分析等の

導入が簡単

目的やデータ容量に応じて
コマ数や解像度を調整できる

利用状況に合わせ、
保存日数を

柔軟に選択・変更可

レコーダー破損・
盗難によるデータ
消失リスク軽減

レコーダー設置の
必要がないため、
省スペース

レコーダー機器の
購入が不要

クラウド保存の仕組み
今後、急速に増えると想定される保存形式

レコーダー保存の仕組み



目的別！ 被写体の大きさ4パターン
こんなときには、この大きさで撮る！

目的に合わせて
カメラを選択・設置！

防犯カメラを設置する場合、何を、どのように、どのくらいの大きさで撮りたいのか、
目的に合った映像が撮れるよう、カメラを選択、設定していく必要があります。

防犯カメラの撮影範囲にどれくらいの大きさで人物が撮影できているかを示す状態を画角といいます。
撮りたい画角で撮れるよう目的に合ったカメラの選び方・設置の仕方をガイドします。

何を、どう撮りたいかで決まる！
防犯カメラを設置する目的によって防犯カメラに映る被写体の
大きさや映る範囲を決めていきますが、防犯カメラと被写体の
距離によって、映り方が変わってきます。カメラと被写体の距離
が遠くなればなるほど、広範囲になり、被写体は小さく映ります。
ただし、カメラを取り付けられる箇所は限られている場合が多
く、被写体を大きく撮りたくても被写体の近くにカメラを設置で
きない場合があります。その際は、ズームできるカメラを選びま
す。また、近くを広範囲に撮りたい場合もあります。その際は広
角で撮れるカメラを選びます。

防犯カメラにはどう
しても死角ができて
しまいます。特にカ
メラの足元は死角に
なるため、別のカメラ
を配置してお互いの
足元を撮影し、死角
をなくしましょう。

●設置のポイント
死角がないように
設置することが大切！

出典：公益社団法人 日本防犯設備協会
「防犯カメラシステムガイド VOL.2.1」

カメラ視界

街路

公益社団法人 日本防犯設備協会「防犯カメラシステムガイド VOL.2.1」の「画角と撮影位置」をもとにNTT東日本にて作成

レジでやり取りをする人物、
お金の種別まで知りたいとき

ATMを操作する人物の顔を
確認したいとき

人物の顔まで確認したいとき 人物を特定したいとき 人物の行動を確認したいとき 人や物の流れを把握したいとき

外部侵入がないか、
出入りした人物を確認したいとき

エレベーターを利用した
人物を確認したいとき

駐車場に出入りする人物や
車の種類・色を確認したいとき

ゴミ置き場でトラブルがないか、
周辺の様子を見たいとき

店内の人の行動や混み具合を
知りたいとき

駐車内の人や車の流れを
確認したいとき

バストショット 全身 周囲まで さらに広範囲


