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最新テクノロジーによって次々と素晴らしい商品・サービ
スの選択肢が増えるなか、販売会社・警備会社・⼯事会
社・商社などのステークホルダー間による情報の偏りが原
因で多様化する顧客ニーズに適応できない課題がありま
す。

また業者とユーザーとの情報格差によって業者の利益優先
による提供など、数々の消費者不利益が発⽣してる根幹は
『情報未整備』であると私たちは考えています。

私たちが⽬指す健全なマーケットとは、ニーズに対して正
しい情報とノウハウを兼ね備えた会社をユーザーがしっか
りと理解され選ばれるマーケットです。

そして今後は映像を取り巻く環境はAIテクノロジーによっ
て、防犯の枠を越えた新たなマーケットを提供することが
できると考えております。

今まで可視化されていなかった情報データを業界のシンク
タンクとして情報発進を通じて消費者不利益の解消と業界
全体が様々なニーズに対しカメラの最適化を実現できる。
そんなマーケットにしていきたいと切に願っております。

0 1

は
じ
め
に

私たちが⽬指すイノベーションは「業界
の透明化」です。

防犯カメラ業界は⼈や企業の安⼼安全と
いう重要産業であるにもかかわらず、未
だ情報整備されていません。
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⽬指すものは経営課題を解決する知識をより多くのユーザーと
共有し成⻑させることです。

商品のハード⾯に注⼒されていますが世の中の困り事を解決す
る価値ある情報や知⾒が、現在は誰か特定の⼈の頭の中に閉じ
込められていたり、特定の組織にしか共有していなかったり⼀
部の⼈しか利⽤できていません。

「情報や知⾒を持っている⼈」と「それを必要としている⼈を
結びつけること」で誰もが⼿軽に情報や知⾒を多くの⼈たちに
共有できるよう中⽴的⽴場から正しい情報をより積極的に情報
発信を通じて社会に貢献したいと考えています。

一般社団法人日本防犯学校 講師 河野監修
ごあいさつ
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事後の防犯では
ではなく『犯罪
を未然に防ぐ』
に役立つ情報発
信を通じて社会
に貢献します。

"



防犯カメラ業界は特別な資格制度がない為に参⼊障壁も低く誰も
が参⼊しやすい業界だからこそ、満⾜いく防犯カメラ導⼊は設置
業者選びが最も⼤切なポイントとなります。

専⾨業者か？併売販売によって導⼊件数や業界情報など差はお客
様が本来知るべき情報にも偏りが出る可能性があります。

専⾨会社となると価格相場が少し⾼い傾向にはありますが価格も
含め知⾒ノウハウがあり犯罪者の⼼理⼿⼝などソフト⾯も充実し
た専⾨会社が理想です。

⾮営利団体名｜SDG進捗報告書2020 0 2

防犯カメラ業界について

商品と価格

01 設置環境やご予算など多様化ニーズに対応するのは提案側がメーカーや
商品数に制限されず中⽴的⽴場で最適化を図れる顧客視点に⽴った提案
が理想です。

設置会社と担当者

02 設置業種やニーズによって最適商品や⼯事も異なることから⾃社の環境
やニーズに近い販売実績があるかどうかを確認する必要があります。
確かな知⾒やノウハウは経験値が⼤きく影響されるポイントです。

⼯事と保守

03 ⼯事費⽤の適正価格は不透明なので注意箇所です。⼯事費の基本的算
出は⼯事⼈数・⼯事内容・材料費・交通費が関連しており相⾒積が必
要です。また極端な価格交渉は⼿抜き⼯事や質の低い⼯事会社リスク
にも注意が必要です。



商品と価格

01 設置環境やご予算など多様化ニーズに対応するのは提案側がメーカーや
商品数に制限されず中⽴的⽴場で最適化を図れる顧客視点に⽴った提案
が理想です。

●商品選定
多様化ニーズに対応した防犯カメラメーカーが次々と新商品をリ
リースされていますが、多様化ニーズと様々な設置環境のどちら
にも対応が出来る万能なカメラメーカーや商品は存在しません。

個々のニーズに対して最適な商品の提案を⾏うには、提案者側が
メーカーや商品に制限されることなく、様々なメーカーや商品の
特徴を把握したうえでお客様のニーズに合った商品を中⽴的に提
案が⾏えるのが理想といえます。

●低価格
価格を少しでも安くしたいと⾔うのはユーザーにとって当然のニ
ーズです。その様な背景に対して販売会社は仕⼊原価を下げるに
は2つの⽅法があります。

⼀つ⽬は商品原価を下げるには取引量を増やしメーカーに交渉が
理想ですがそう簡単に売上を上げるのは難しいため、⼆つ⽬の商
品スペックや品質を下げることで仕⼊れ原価を下げる⽅法が主流
です。

しかし⾏き過ぎた品質・スペックの品質低下は耐久性や信頼性、
故障などユーザー⾃⾝のリスクにも影響されます。

この低品質問題は販売側はもちろん理解しているためユーザーが
品質判断をする上でわかりやすい⽅法としては設置後の保証期間
や
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保守メンテナンス体制を確認することで⼀般消費者でもおおよそ販
売会社がその商品に対しての信頼度をはかることが可能かと思いま
す。

極端に保証期間が短かったりコールセンターでのサポートの内容や
万⼀の故障の際の対応が郵送を中⼼としたセンドバック⽅式は⼈や
労⼒のコストが少ないため販売側の負担も軽減される反⾯で、ユー
ザーからすれば郵送でのやりとりの間は防犯カメラが外れたままで
商品がない状態が続くだけでなく、故障内容は商品単体のトラブル
だけでなく周辺環境による影響もあるためこの郵送によるセンドバ
ック⽅式は「症状は出ず」といった回答で返却されるケースも少な
くありません。

せっかく導⼊した防犯カメラも有事の時に知らぬ間に壊れて録画で
きてなかった…といったことがないように商品の耐久性や信頼性は
注意が必要です。

また価格は販売プロセスにも⼤きく影響され防犯カメラ業界では販
売プロセスは⼤きく２つ存在します。

⼀つは通販サイトでの販売です。
通販サイトというのはご存知のAmazonや楽天など、サイト内で購
⼊を完結できるサイトです。

また中国製品を中⼼とした仕⼊サイトから⼿軽に仕⼊が可能なた
め、通販ノウハウさえあれば参⼊障壁も低いことから業界未経験の
企業参⼊でも容易です。
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中国の代表的な仕⼊サイト
タオバオ（淘宝⽹、taobao）
Tモール（天猫、Tmall）
アリババ（阿⾥巴巴、1688）
サイト内には1台につき1,000円を切るようなカメラが販売され
ています。

⼆つ⽬は現地訪問による商品選定〜設置⼯事〜保守までをワン
ストップで⾏う形態です。

現地に担当者が訪問するため設置場所や機種選定を⾏ってくれ
保守サポートまで⼀貫体制で⾏ってくれるためネット完結型に
⽐べ安⼼感は⾼いですがネット通販と⽐べ割⾼です。

ユーザーが何を重視するのかによって変わります。
⾏き過ぎた低コストはユーザー側にもリスクが⽣じるので注意
が必要です。

●商品の正しい選び⽅
またカタログに表記されているスペックや数字だけで判断する
のは危険です。全く同じ環境で同⼀スペックでも映像品質が⼤
きく異なることから導⼊前に設置環境による実機デモによるテ
ストが理想です。

またメーカーによって操作性が全く異なります。導⼊後に操作
が複雑すぎてせっかくの防犯カメラも活⽤してない…というケ
ースもあるため操作性の⾯でもぜひ実機デモを設置会社に依頼
することをお勧めします。
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数多くある選択肢の中からユーザー⾃らが正しい選択を⾏うには
限界があることから、実際は信頼のおける販売会社に任せて導⼊
するというのが⼀般的です。

しかし相談先を誤るとユーザーが本来必要としている商品やサー
ビスの情報を知らされないまま、業者都合の商品提供など情報を
コントロールされているかもしれません。

その様な「知らないで損している」消費者不利益が起きてしまう
理由の⼀つは業界の代理店制度と担当者スキルが⼤きく影響して
いる要因をご説明します。

まず販売会社は防犯カメラメーカーと代理店契約を結びます。

仕⼊価格は取引量に影響するため販売会社は仕⼊価格を安くする
為に特定メーカーの販売に注⼒する傾向となります。

その結果として特定メーカーの実績やノウハウ化が進む反⾯で、
他メーカーの情報や知⾒が弱くなるといった情報の偏る傾向があ
ります。

その様な背景から相談先を誤るとユーザーが本来必要としている
商品やサービスの情報を知らないまま導⼊しているケースが意外
と少なくありません。
家作りと同じで設置環境、取付位置、業種ニーズ、犯罪者⼼理や
⼿⼝、商品選定、⼯事⽅法…等、多様化ニーズに対応する

設置会社と担当者

02 設置業種やニーズによって最適商品や⼯事も異なることから⾃社の環境
やニーズに近い販売実績があるかどうかを確認する必要があります。
確かな知⾒やノウハウは経験値が⼤きく影響されるポイントです。

防犯カメラナビ｜⼀般社団法⼈⽇本防犯学校�報告書2021 0 6



には提供者側が提案商品や情報に制限されない様々なメーカー
商品の情報収集に積極的で多くの商品メーカーの取扱いをして
いるマルチベンダーであることが必要です。

そして⼀番⼤切な全体の設計図を信頼のおける専⾨家選びがと
ても⼤切です。

●担当者
コンサルティング要素が⾼い為に担当者選びも⼤切なポイント
になります。満⾜いく防犯カメラを⼿にするには担当者の経験
年数だけでなく、設置環境や取付位置以外にも犯罪者⼼理や⼿
⼝のソフト⾯も含め、商品選定や⼯事⽅法など総合的な課題解
決型のコンサルティングを⾏えるかどうか複数の担当者からお
話を聞くことをおすすめします。
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今までは防犯カメラ、防犯システム、⼊退出システムなどバラバ
ラだったシステムも最近はインターネットやクラウド等を含めた
システム化が基本です。

⼯事会社の多くは集客や新規開拓など営業が苦⼿な会社が多いた
め、仕事案件は防犯カメラ、防犯システム、⼊退出システムなど
の各メーカーやメーカーから紹介された販売会社、警備会社等の
主要取引先からの継続した仕事案件が中⼼です。

その様な背景からユーザーからすれば防犯関連の⼯事なら何でも
できると考えがちですが、同じシステムでも各メーカーにより設
定⽅法が異なるなど得意不得意や設置後の保守責任もあり得意分
野に偏る傾向にあります。 

また⼯事種別も弱電⼯事やネットワーク⼯事、Wi-Fi無線⼯事、
⼊退出システムなどの各分野に分類されてる為、防犯⼯事会社だ
からといって必ずしもお客様が必要としているシステム⼯事が得
意とは限りません。

例えばお客様環境が無線カメラを必要としていて相談しても、⼯
事会社が経験や実績など無線が不得意な場合には、無線に対して
否定的な話の後に有線⼯事の案内するなど、ユーザー視点での適
切なアドバイスを得られないケースも少なくありません。

最適な防犯カメラシステムを得意とする⼯事会社の選定も⼤切な
ポイントとなります。

⼯事と保守

03 ⼯事費⽤の適正価格は不透明なので注意箇所です。⼯事費の基本的算
出は⼯事⼈数・⼯事内容・材料費・交通費が関連しており相⾒積が必
要です。また極端な価格交渉は⼿抜き⼯事や質の低い⼯事会社リスク
にも注意が必要です。
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●新設設置の場合
初めて設置する場合は①商品選定②⼯事⽅法③保守メンテナン
スの3点がポイントです。特に新規での設置の場合は販売会社に
よっての商品ラインナップや担当者の知⾒やノウハウなど⼤き
く影響されてきます。
どんな防犯カメラメーカーがを主⼒として扱っているのか？な
ぜそのメーカーや商品を推奨するのか？など具体的な質問に対
して担当者の回答内容を判断することも⼤切なポイントです。
カメラの設置場所によって配線の取り回しや⼿間によって⼯事
費も影響されるため防犯効果と価格と両⾯からの検討も必要で
す。

●既存システムの切り替えの場合
旧システムの交換の場合は配線をそのまま活⽤した切り替えが
基本です。配線⼯事を活⽤することで⼯事単価を下げることは
出来ますが配線の劣化状況をしっかりチェックしておかないと
配線トラブルによる故障リスクにも注意が必要です。
導⼊時は相⾒積もりでも⼀旦導⼊した後では導⼊業者の⾔い値
になるため結果的に配線の引き直しによって⾼額化する場合も
あります。

また旧システムは同軸ケーブルのタイプが多く最新カメラはIP
カメラ（ネットワークカメラ）が主⼒の為にLANケーブルに配線
の引き直しによる⾼い⼯事費請求されるケースもありますが、
実際は同軸ケーブルとLANケーブルのハイブリッドタイプや変換
器を設置以外にも無線化することでLANケーブルを引かずに⾼額
請求を回避することが可能です。

新規か？切り替えか？
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報告書を作成するにあたり多くのご支援を
いただき感謝します。

一般社団法人日本防犯学校講師  河野監修
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終わりに

「知らないことで損しない」

誰もが防犯カメラの最適化実現の為に
少しでもお役に⽴てたら幸いです。

連絡先
防犯カメラナビ
 

運営事務局 株式会社イノベーター
      〒151-0051 渋⾕区千駄ヶ⾕5-21-6プラザF１ビル６F
      Tel.03-5326-7070

https://www.bouhancamera-navi.com
info@innovator-inc.co.jp�
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