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要旨
保安警備業務は万引被害を低減させ、重大犯罪への深化を防止する犯罪統制活動である。
保安警備業務は私服警備員によるものと制服警備員によるものに大別される。私服警備員は、
監視性および警戒水準の高さを顕示せず、説諭による更正と警送措置で被害続発を防止す
る。一方で、警送には警備員が媒介となって強権力の公的ラベリングを付与するというラベ
リング作用がある。制服警備員は、監視性・警戒水準の高さを顕示させ、警備の影響力が広
範に亘ることから衝動性の高い万引に対して有効であり、万引が取り締まりの対象となるこ
とを印象付ける効果も期待できる。加えて、警備員の立場性が明確であるため、緊急時の雑
踏警備も実施できる。一方で、常習者および累犯者に対する抑止力が脆弱であり、警備員の
死角も露呈しやすく、万引の機会を顕在化させるため、他業務との兼務は局限すべきである。
以上の特性を考慮した上で、保安警備業務は万引対策として存立する。
キーワード：万引、保安警備業務、犯罪統制

１．はじめに
2005年６月に万引 犯罪防止を目的とする特定非営利活動法人「全国万引犯罪防止機構」
1）

（以下、引用箇所を除き「全万防」と略記）が設立された。同機構設立の背景には、「小売
業・サービス業店頭で急増している万引犯罪は、主としてセルフ販売を行っている企業にと
って深刻な経営問題となるのみならず、青少年の健全育成の面からも、また地域の治安維持
の面からも大きな社会問題となっている。しかしながら、わが国においては、万引被害の実
態は全国的には把握されておらず、それが対策の遅れをもたらす一因となっている面は否め
ない」
（全万防2006a：1）という万引をめぐる現状がある。
万引対策のひとつとして挙げられる活動に、保安警備業務がある。日本においては警備業
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が成立した1962年以降に実施されるようになったが、諸外国では約140年の歴史があり、主
要な万引対策として定着している（Abelson1990＝邦訳1992）
。しかし、その内容・位置づ
け・特性に言及した先行研究は稀少である。特に、制服警備員による保安警備業務は、社会
学の先行研究のみならず、実務書においてもほとんど言及されていない。そこで、本稿では
万引の理論およびデータを踏まえた上で、保安警備業務の特性を整理しながら、当該業務の
万引対策としての有効性を考察する。
本稿では考察の前提として、万引の先行研究を整理する。全国規模の万引実態について
は、主として「平成17年度㈶社会安全研究財団委託、NPO法人全国万引犯罪防止機構実施
事業」として実施された「全国万引実態調査報告書」
、および「平成17年度NPO法人全国万
引犯罪防止機構実施事業」として実施された「万引に関する全国青少年意識調査報告書」よ
りデータを引用する。加えて、2009年８月に公表された「
「万引きをしない・させない」社
会環境づくりと規範意識の醸成に関する調査研究委員会」
（以下、
「調査研究委員会」と略
記）による「万引きに関する調査研究報告書」も最新の調査結果として反映させる。
保安警備業務の実務については、私服警備員によるものは実用書および関連誌に掲載され
ているものを引用・参考とする。また、制服警備員によるものは筆者自身の参与観察による
フィールド・ノーツ「警備業調査書1‐1」
（以下、
「調査書1‐1」と略記）に記載されている
事例を検討する。保安警備業務の内容・位置づけ・特性を検討するとともに、万引対策およ
び犯罪統制の知見を拡大することを目的とする。
２．先行研究における万引研究
（１）万引研究の困難性
万引は犯罪社会学や社会病理学において従来から主要な研究対象であり、多くの研究者が
その業績を蓄積してきた。しかしながら、豊富な先行研究を有する半面で、万引研究は常に
大きな障壁に阻まれてきたといえる。万引研究を困難なものにしてきた要因には、以下の３
点がある。
第１に、万引の既遂件数（実数）把握は不可能であるといって過言ではない。万引には、
①万引犯を捕捉し、警察通報（以下、
「警送」と表記）する場合、②万引犯を捕捉したが、
警送しない場合、③万引犯を発見したが、捕捉できなかった場合、④万引犯を発見できなか
った場合、という４つのパターンがあると考えられる。①は認知件数に計上され、警察統計
において顕在化する。②は現行犯であるが、警送による処理は行われず、説諭にて解決を図
るものである。③は現認不充分により現行犯逮捕に至らない場合や、追尾したが振切られる
などした場合である。④は後に被害金額が発生し、万引既遂が発覚する場合である。②から
④までは警察が介入しないことから、認知件数として計上されず、暗数となる。
第２は、万引犯捕捉後の処理がケース・バイ・ケースで行われるということである。法的
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には窃盗に該当する行為であるが、盗品の金額や個数、または万引犯の態度や年齢等が考慮
され、説諭による処理をもって解決とされる場合と警送になる場合がある。説諭で解決した
場合は、店舗側もそれ以上の口外を避けるか、もしくは警備員に処理を一任することから、
結果的に秘匿性が高まる。
第３に、万引はしばしば、
「少年非行」の一形態として捉えられてきたということである。
万引は本来、年齢や性別といった属性に特定される犯罪ではない。老若男女によって行われ
る犯罪であり、本稿では万引を若年層に特有の現象とみなさない。とはいえ、万引に関する
先行研究の多くが少年非行の一形態として万引を扱ってきたことから、若年層による万引の
理論と実態調査を論考の基礎に据えていく。
（２）万引の理論
万引研究では、万引犯の犯罪原因に着目するものと、
「万引犯」のラベリング作用に着目
するものがある。前者について、柏熊岬二の柿木仮説は万引の犯罪原因が悪戯行為としての
柿泥棒に由来すると捉える立場である。万引をめぐる「遊び型」と「初発型」の用語にも、
万引の犯罪原因に対する認識の在り方が端的に示されているといえよう。これらの用語が登
場する以前に、
「遊び型」と「初発型」の両側面を含めて捉えていたのは岩井弘融である。
岩井は、
「青少年の多少とも遊戯性を帯びたギャング的・徒党的交友集団が時間的な変化に
おいて非行集団へと転化してゆくばあいがある」と述べ、
「中学生の近所の遊び仲間が窃盗
団に変ったり、青年の仲間が一緒に集合したりして遊んでいるうちに、一、二の者の吹聴し
た万引成功の話が集団移動に移ったり」することにより、非行集団が形成されると述べた
（岩井1964：135）
。ここでは、遊び仲間が非行集団または窃盗団に転化する契機として、「万
引成功の話」が挙げられている。もちろん、万引の成功だけが非行集団への転化要因ではな
いとしても、万引はその象徴的契機であり、悪戯行為と窃盗を媒介する事象であることがわ
かる。その上で、岩井は以下のように続けている。
たとえ最初は遊びから始まった集団であっても、その非行が反復されるにしたがって、（a）
反社会的な価値・態度を身につけ、
（b）犯罪技術も熟練してくる。こうした犯罪的成熟過
程を経ると、集団自体はもとより、各成員のパースナリティにおいてもますます偏歪がみら
れるようになり、やがて一人前の犯罪者となってゆくのである（岩井1964：135）
。
このように、遊びから始まった集団であっても、万引を契機として犯罪集団に変容してい
く。また、その集団に属している個人も、分化的同一化によって犯罪者に変容する。このよ
うな場合、集団もしくは個人のどちらかを予め規制することは困難である。それ故、犯罪集
団および犯罪者への変容を防止するには、その変容の契機となる軽微な犯罪を根絶すること
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が肝要となる。遊びから始まる軽微な犯罪を抑止することが、犯罪者の減少に直結するので
ある。その典型として、万引が挙げられているのだ。
一方で、ラベリング論の観点も重要である。ラベリング論では、
「万引犯」のラベルが付
与されることにより、悪戯行為もしくは出来心として遂行した万引を契機として犯罪者とし
ての「万引犯」が確立されると考える。ラベリングには集団や団体が行う公的ラベリング
と、個人が行う私的ラベリングがある。
辻正二は公的と私的の分類だけでなく、権力の強弱も加えた４象限にラベリングを分類し
ている。強権力の公的ラベリングには警察等の機関が該当し、弱権力の公的ラベリングには
世間・公衆等や「商店の万引処遇」が該当している（辻1987：62）
。辻の分類に従えば、保
安警備業務は店舗側の依頼によって実施されることから、主に弱権力の公的ラベリングに関
与するといえる。しかし、万引犯を警送として処理する場合には店舗側と警察を媒介するこ
とから、強権力のラベリングにも関与している。しかし、辻も述べるように、以上の類型は
理念型であり、実際には複合化したラベリングとなる可能性が高いと考えられる（辻1987：
62）。万引の理論的考察を再考する必要があろう。
（３）万引研究にみられる保安警備業務
万引に関する社会学的先行研究において、警備業はどのように捉えられてきたのだろうか。
鮎川潤は万引への対処として、
「社会統制機関に依頼してそれを経由することで事態を処理
せざるを得ない」
（鮎川2002：161）と述べており、この「社会統制機関」に警備業が該当す
ると考えられる。しかし、鮎川は具体的にどのような機関を主体とするかついては明言して
いない。一方、柏熊は柿木仮説との関連において警備業に言及している。
小売業における機能分化が著しい現今では、販売と警備が専門化する傾向にあり、警備業
者への警備委託が増加している（柏熊1985：241）
。
柏熊が特に問題視するのは、商品もある程度多く、建物も一般の店舗と比べるとかなり広
く、売場の階数は１ないし２で、店員はパートを含めて10人から20人程度の中型のスーパー
「このような店舗の場合、店員はパートが多く、警備はすべ
マーケットである 。その上で、
2）

て警備会社に委ねてしまっている」
（柏熊1985：321）と述べるが、警備活動の実施状況に関
する調査は行っていない。
高原正興（1993, 1996, 2002）は万引に対する社会的反作用として、統制側の活動と現認数
との関連を調査した。統制側の活動とは各店舗の保安担当者の店内巡回活動を指すが、その
属性は店舗の正社員、警備会社派遣員、警察や自衛隊OBの嘱託等に分けられている。保安
担当者がいずれであれ、その熟練度は数値化困難であり、同研究では担当者数×巡回頻度＝
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「保安度数」として現認数との関連をみている。
しかしながら、高原も認めるように、保安度数だけで
は関連を捉えきれない諸要素は多々ある。例えば、
「店

私的統制
保安担当者

（雇用契約）

店舗

警

（業績達成）

①

備

員

舗の売場面積の違い、警備会社派遣員の制服巡回の予防
効果、担当者個々の熱意と慎重さと熟練度の問題、デパ

行為者

ートとスーパーの違いなど」
（高原1993：268, 1996：
164, 2002：184）である。図１のように、保安警備業務
は私的統制に位置づけられており、店舗側の情報開示が

③警

なければ把握は困難である。

④検察庁

以上のように、保安警備業務に関する先行研究は存在
するが、いずれも店舗側の営業秘密に関わることから充

察

②身元引受人
（両親・教師等）
公的統制

図１．万引をめぐる人間関係
（出典）高原1996：158

分な情報開示が得られていない。そこで、次に保安警備
業務の実務に着目したい。
３．保安警備業務の定義とその目的
３-１．保安警備業務の定義
保安警備業務の定義は、社団法人全国警備業協会（以下、
「全警協」と略記）発行の教本
に複数みられる。
『警備員教育教本（施設警備業務編）
』は保安警備業務を「デパート、スー
パーなどにおける万引きを防止し、警戒する業務をいう」と定義し、警備員の役割について
は、「万引きの予防と発見及び被害の回復にある」と述べている（全警協2005：209）。以上
の定義を踏まえれば、保安警備業務は万引の予防・発見および被害回復を目的として行われ
る警備業務であり、万引対策としての意義が強調される。確かに、いわゆる「万引きGメン」
といわれる保安員は保安警備業務に従事する警備員であることが多く、万引対策に焦点を当
てた定義が必ずしも誤りであるとはいえない。
ただし、保安警備業務は必ずしも店舗等において万引対策を主な目的として実施される業
務のみに限定されない。例えば、工事現場において常設作業帯や路面覆工状況を巡視・点検
する業務なども「保安警備」といわれる。つまり、
「保安警備」には「広義の保安警備」と
「狭義の保安警備」がある。万引対策として店舗等において実施される保安警備業務は「狭
義の保安警備」であり、工事現場等において万引対策以外として実施される警備業務は、
「広義の保安警備」である。本稿では、
「狭義の保安警備」を論考の対象とする。また、本稿
では空港保安警備業務も論考の対象外とする。
３-２．保安警備業務の意義と重要性
保安警備業務は警備業による営利活動として実施される。それ故、保安警備業務の依頼が
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発生するには、依頼主である店舗側が業務の意義を認め、その実績を重要視することが不可
欠である。
保安警備業務の重要性について、全警協刊行の『保安警備の手引』には、店舗の大型化に
伴う店舗内犯罪や事故の発生への対応が指摘されている（全警協2004：5）
。店舗の大型化と
は、スーパーマーケットに代表される量販店の誕生により、小売形態が問屋や個人商店等の
小型店舗から大型の店舗へと移行する傾向をさす。量販店は1950年代のスーパーマーケット
誕生にはじまり、食品や日用品だけでなく家電や衣類といった商品を総合的に取り揃える
「総合スーパー」の普及へと発展し、現在では全国で多くの量販店が営業している。店舗が
大型化することにより売場面積と商品の総量が増大し、店員による監視性が低下する。また、
陳列棚の死角が増加するだけでなく、トイレや試着室等の他人に覗かれない空間も確保され
ており、店員の死角となる。これらが万引の環境的要因となる 。
3）

また、24時間営業の店舗が増加したことも大きな要因として挙げられる。夜間は昼間より
も店員数が少なく、店員による監視性が低下する。加えて、夜間は酔客やホームレスがあ
り、夜遊び目的の若年層も増加するため、買い物客との区別が判然としない（黒須2005：
55）。それ故、店員数の減少と要注意人物 の増加により、店舗内の監視性は低下するので
4）

ある。
さらに、スーパーマーケットは基本的に客の出入りが自由であり、店舗敷地内の商品を手
に取り、持ち運ぶことが出来る。このように、スーパーマーケットは店舗の開放性が高く、
商品の接触容易性も高いという特徴を持つ。日常活動理論（Routine Activity Theory）で
は、万引犯が「潜在的な犯罪者」（likely offender）に該当し、万引対象商品が「格好の標
的」（suitable target）に該当すると考えられる（Felson2002=邦訳2005：42）
。そして、監
視者が不在であれば、万引遂行に最適な環境となる（Felson2002=邦訳2005：42,111-112）
。
量販店およびスーパーマーケットは、その典型例なのである。
以上から、保安警備業務の意義は、商品の接触容易性および店舗の開放性が高い店舗にお
いて監視性を高め、死角を埋めることで万引の防止もしくは万引犯捕捉をもって万引被害の
低減をもたらすことであるといえる。警備を依頼しているにもかかわらず被害額が低減しな
いようでは、保安警備業務はむしろ不要な出費となる。それ故、柏熊が述べるように保安警
備業務には費用対効果がつきまとう。
警備に関する費用と万引の被害額を比べれば、よほどの事がないかぎり、前者の方がはる
かに多額を要する。とすれば警備は最小限に抑えて、後は多少の被害には目をつぶるという
のが資本の論理である（柏熊1985：321）
。
しかし、費用対効果の制約があるにもかかわらず、保安警備業務は実施されている。水野
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壽文は保安警備業務の重要性を、
「契約先に対する貢献性（営利を目的とした活動）
」と「活
動結果に対する社会的貢献性（公共利益を目的とした活動）
」に二分し、前者について「警
備料金の概ね10％の防止あるいは捕捉による商品回復実績が出れば、警備効果が警備料金の
費用を上回る」
（水野2004：65）と述べている。つまり、保安警備業務が実施される背景に
は、警備員を配置することにより万引被害を10％以上低減させている実態があると考えられ
る。この点について、調査研究委員会のまとめによれば、警備員の配置によって42.9％の少
年再犯者が万引を断念するという結果が出ている（調査研究委員会,2009： 27）
。
また、後者では、当該警備対象施設は「地域社会に根付いた商業施設」であり、警備員の
活動が「地域社会の安全と秩序の維持に一翼を担っていく」ものであると捉えている。同時
に、
「保安警備員が少年補導員の委嘱を受けて業務を実施しているケースもある」
（水野
2004：65）と述べている。つまり、保安警備業務は地域社会の治安維持および少年非行の防
止といった犯罪統制活動としての側面も有するのである。
実際に、万引犯の捕捉は警備員によるものが圧倒的多数を占めており、捕捉を念頭に置い
た万引対策において警備員は不可欠である。全万防（2006a）によると、万引犯の捕捉を実
行した者の内訳において、全体では警備員が90.5％と最も多い。業態別にみると警備員の割
合に高低差が生じており、スーパーでは95.2％、書籍・文具では70.4％であるが、いずれに
せよ警備員が最も多く万引犯を捕捉している。
その一方で、各店舗で実施している万引防止策は、
「従業員にお客様への声かけをさせて
いる」が81.8％、「防犯カメラをつけさせている」が73.3％と群を抜いており、
「保安警備員
を配置させている」は39.6％である。また、
「万引犯罪防止はどこが主体となるべきか」に
ついては、少年の万引に対して「警備事業者」を挙げたのは8.3％であり、
「特に重要」な主
体としたのは0.2％にとどまっている。成人の万引防止に対しては警備事業者の割合がやや
上昇するが、それでも13.3％であり、
「特に重要」な主体としたのは0.7％にすぎない。
以上のように、実施されている万引防止策において警備員配置は４割弱にとどまるが、既
述の通り費用対効果を考慮する必要があることから、必ずしも低率であるとはいえない。む
しろ、万引犯捕捉者の割合において圧倒的多数を占めることから、警備員は万引の重要な統
制主体であるといえる。にもかかわらず、万引防止の主体として警備員は低率であり、捕捉
実績と相反する位置づけがなされている。保安警備業務の重要性は認識されているが、その
主体としての位置づけには至らないのが保安警備業務の現状である。
４．保安警備業務の実務遂行
４-１．私服警備員の実務遂行
３-２でみたように、警備員は万引犯捕捉者の割合において圧倒的多数を占めている。柏
熊は、
「万引しようとするものが獲物を探して歩いたり、警備員の配置を気にしてきょろき
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ょろしていることがあるが、単なる暇つぶしのぶらつきとは違う」とした上で、
「ベテラン
の警備員は直ちにそれを見分けるという」と述べている（柏熊1985：318）
。山崎節代は万引
犯について、
「一見、普通の買い物客と変わりないことが多いです。そして、その手口は、
まさに千差万別です」
（山崎2008a：59）と述べるが、それでは、警備員はどのように万引を
見分け、捕捉に至る業務を展開しているのだろうか。
万引犯の捕捉に至るまでの過程には、①着手、②隠匿、③未清算、の三段階がある。着手
とは商品を手中に納めることであり、隠匿は持参の鞄や袋または他の購入予定商品のパッケ
ージ等に納めることである。以上の二段階で、既に他の買い物客とは異なる動きが顕在化
し、万引に至る可能性が高まる。そして最後に、レジを通さずに未清算のまま店外に出るこ
とにより、窃盗としての万引が成立する。この第三段階を経て初めて、警備員は万引犯の捕
捉を成し得る。この三段階すべてを漏らさずに注視することが「現認」である。例外的には、
以上の三段階を現認しても、犯意が実証できなければ、捕捉に至らない場合もある。これは
主に、幼児や知的障害者および認知症患者に適用される。幼児の場合は、善悪の判断を下す
に至らない程度の社会化過程であるとみなされる。また、知的障害者および認知症患者の場
合は、窃盗の犯意が実証不可能とみなされ、捕捉よりも保護の対象とされる（池田2005：
65）。
万引犯を見分ける際に、多くの実務家が共通して着目するのは①視線（目の動き）が不自
然、②商品を粗雑に扱う、③大きな鞄または袋を持っている（特に、その口が開いている）
、
④服装が不自然、⑤歩き方が不自然、⑥分不相応なコーナーにとどまる、といった点であ
る。①は、通常の買い物客が商品を見るのに対し、万引犯は店員や警備員の動きなどを見て
いることから、視線の行方が異なるのである。②は、商品をじっくりと手に取って選択する
のではなく、トントン拍子にカゴ等に入れるといった動作である。つまり、購入の検討が不
充分なまま商品を扱うことを意味する。③と④は、鞄や袋に商品を入れたり、上着やズボン
のポケット等に商品を入れるなどして商品を隠匿する可能性を含んでいるということである。
⑤は、通路が広いにもかかわらず棚に接近した状態のまま歩行したり、特定個所を過分に往
来するといったものである。⑥は、中高生が医学書コーナーにとどまるなど、購買層と一致
しない箇所での滞留を意味する。以上は一般化された着眼点であり、店舗の特性や客層など
により異なる着眼点も発生すると考えられる。
しかし、以上は主に私服警備員による保安警備業務の基本的技術である。警備員による実
務遂行には、私服警備員によるものと、制服警備員によるものとの２種類がある。柏熊が述
べる「買物客に目立たないことを第一の心得にしている」
（柏熊1985：320）という警備員は、
私服警備員を意味する。私服警備員は客に紛れることで、追尾や捕捉を容易に進める。ただ
し、巡回を通じて万引を未然に防止することが可能であれば、私服警備員も巡回による未然
防止の策を講じる。一方、制服警備員は警備員が万引対策の警備業務を実施していることを
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顕示することが目的であり、それにより万引の抑止力となることで未然に万引を予防するの
が主旨である。
いずれにも共通するのは、巡回によって万引の抑止力となることを目的としている点であ
る。制服着用による巡回は、周囲の人に対して警戒中であるということを知らせる意味があ
り、万引の現認および捕捉を目的とせず、あくまでも予防を目的として行う。一方、私服着
用による巡回は、買い物客を装って不審者に接近することにより、万引を中止させる効果を
上げることができる（全警協2005：211-212）
。このように、制服であれ私服であれ、警備員
は巡回によって万引の抑止力となることが可能であり、捕捉だけが当該業務の目的ではない。
しかし、警備員の配置による弊害も念頭に置かなければならない。
制服警備員は万引初心者には効果があると考えられるが、常習者に対しては逆効果をもた
らす可能性がある。制服警備員の動きをみてチャンスをうかがえばよいというのがその理由
である（谷津田2006：51）
。
このように、制服警備員は警備員の存在を顕示するが故に、万引犯に犯罪機会を提示する
可能性があることに留意しなければならない。また、警備員の存在を利用した恫喝にも注意
が必要である。池田隆夫は、テレビやインターネット等で保安警備員が取り上げられる機会
が増えたことによる弊害として、万引犯に警備員の存在を過剰に意識させ、
「ひっかけ」（誤
認逮捕を誘い、慰謝料を請求する手口）や「過度に追尾されたとする偽りのクレーム」が発
生する可能性に懸念を示している（池田2008：65）
。
また、警備員を排除する目的で、万引犯がクレームを付ける場合もある。クレーム内容は
「じろじろ見られた」や「あとをつけられた」といったものである。万引犯であっても、現
認不充分もしくは未遂段階であれば、店舗側の観点では当該万引犯は客であり、警備員に監
視や追尾の仕方を変更するよう指示せざるを得ない。そのような条件で万引犯を「捕まえて
ほしい」と店舗側から要請されるため、保安警備員は板挟みの状態となる（澤山2007：50）。
以上のような懸念事項を念頭に置き、解決するための知識や能力も警備員に求められてい
るのである。
４-２．保安警備業務における警送と説諭
保安警備業務における万引犯捕捉後の処理には、説諭により改心を促す場合と、警送によ
り制裁を課す場合がある 。警送による処理があるにもかかわらず警備業者に委託する理由
5）

は、警察が特定企業および店舗の営利活動に関与できないためである。それ故、店舗パトロ
ールは警備業者委託となり、警備員によって実施されるのである。
警備員が警送として処理することになれば、結果的に警備業が警察の一翼を担う形にな
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る 。柏熊は、
「警備業者としては摘発件数の多さが業績となることから、万引が顕在化する
6）

ことになる」
（柏熊1985：241）と見解を述べたが、実情は必ずしもこの通りではない 。
7）

確かに、万引犯の捕捉が多ければ、警備業者並びに警備員としては業績を挙げたことにな
る。しかし、店舗側にとって、万引犯の捕捉が損失の拡大に繋がる危険性を有するというこ
とも重要である。望月守男は、
「万引き犯を捕まえることが、本当にお店にとって得策かど
うかは疑問」
（望月2006：43）として、以下のように述べている。
万引き犯は自分の行為を棚に上げて、腹いせにお店のネガティブな情報を流すことがあり
ます。（中略）ですから、警備員を入れて万引き対策を強化しても、お店の利益につながる
とは限りません（望月2006：43）
。
ネガティブな情報によって客離れが発生し、結果的に減益が生じるということである。加
えて、離れた客は他の競合店に流れる可能性が高い。この場合、当該店舗側としては保安警
備業務に多額の経費を投じる半面、顧客を競合店に奪われ、減益に転じるという悪循環に陥
るのである。
また、店舗側が警送を避ける理由には、
「５時間調書をとられて成果は無かった」
、
「書類
作成が煩瑣で次回からは見合わせようと思った」
（全万防2006a：29）といったように、書類
作成に多大な時間と労力を伴うにもかかわらず、それに見合う成果が得られないという実情
がある。万引犯に対する温情主義的対応を意図する場合がある一方で、警送による処理が店
舗側の営利活動に支障を与えている点も無視できない。それゆえ、調査研究委員会では、
「店
舗側の負担を軽減するため、被害届出の手続の更なる簡素化、迅速化を図る必要がある」
（調査研究委員会2009：72）と提言している。
以上のように、万引犯の捕捉には懸念事項があり、捕捉件数を増やせば高評を得られると
はいえない。その上、万引犯を捕捉した場合、警備員には迅速な処理が求められる。その理
由として、１件に時間をかけすぎると費用対効果が低減するということだけでなく、捕捉に
伴うリスクを軽減するということがある。まず、万引犯を店外で長時間捕捉すると、当該万
引犯に対して近隣で悪評が立つ恐れがある。万引が犯罪であるとはいえ、当該万引犯の近隣
における評判を損ねることは望まれていない。また、店内における長時間拘束は監禁罪に抵
触する可能性があり、説諭を施す時間も無限ではない。以上から、捕捉および捕捉後の処理
には迅速性が要請される（山崎2008b：73）
。
以上のような危険性を孕みながら、警備員は万引犯を捕捉している。既述の通り、万引犯
の処理はケース・バイ・ケースであり、警送または説諭の判断も一定の規準はない。柏熊は
警送されるパターンとして、
「何度も万引を繰り返している者、共犯者と計画的に万引を行
うなどして被害金額の大きいもの、他店での万引の品をあわせて持っていたようなものであ
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る」（柏熊1985：313-314）と述べており、実務書に記載されている事例も概ね同様の判断を
下している。
また、万引犯の態度と動機も判断を左右する要因となる。警備員は再犯の可能性を推測す
ると同時に、
「将来に傷をつけない」ことを考慮する傾向がある。複数の実務書に共通して
警送にする場合が多いとされるのは、いわゆる「ふてぶてしい態度」をとる者や、
「嘘泣き」
もしくは「物忘れ」といった演技をする者である 。これらは再犯の可能性が高く、制裁を
8）

課して更生させる必要があるとする判断の結果である。一方、いわゆる「出来心」のような
初発型のものや、家庭や職場等のフラストレーション（例えば、
「仕事でむしゃくしゃして」
といったようなもの）が昂じたものについては、説諭に力点が置かれる。説諭には叱咤のよ
うな毅然とした場合もあるが、
「身の上相談」の聞き役に徹する場合もある。
「出来心」であ
れば警送はむしろ当該万引犯の「将来に傷」をつけることから、警備員は警送を避け、叱咤
を含めて説諭を施す。万引の動機がフラストレーションであれば、当該フラストレーション
を解消することが犯罪原因の除去に直結する。それ故、警備員は万引犯の話に耳を傾け、相
談相手となることで更生を企図するのである。調査研究委員会は再犯防止のために「感銘力
のある措置」
（調査研究委員会, 2009：71）の必要性を説いているが、警備員による説諭はそ
の主力となり得る活動である。
警送と説諭の判断について小括すると、以下の各点が挙げられる。まず警送の場合は、①
身元確認が不可能である、②被害金額が高額である、③累犯（常習）者である、④反省の態
度がない、⑤他の逸脱行動を併発している、⑥外国人である、⑦他店での既遂者である、と
いう７点が挙げられる。次いで説諭とする場合は、①私生活および仕事上のフラストレーシ
ョン、②初犯者で被害金額が低額、③反省の態度がある、④未成年者である、⑤警察同行時
間が負担である、という５点が挙げられる。
以上のような万引犯の捕捉および説諭は、主に私服警備員によって行われており、制服警
備員による保安警備業務はこの限りでないことに留意する必要がある。しかし、制服警備員
に関する保安警備業務の先行研究および資料は稀少である。そこで、本稿では筆者自身によ
る制服警備員としての実務遂行例を挙げたい。
４-３．アパレル店舗における制服保安警備業務の実施例
ここでは、筆者自身が2006年10月から2009年７月現在まで参与観察を継続している一例を
挙げる。本例は、東京都内の大型商業施設内にテナントとして所在しているアパレル小売店
舗における保安警備業務である。若年層の女性を主な客層としており、平素から万引被害お
よび盗撮被害（特にスカート内盗撮）が多発していた。
2006年当初の依頼内容は制服警備員１名による店内巡回業務であり、
「制服による犯罪の
抑止力」を意図するものであった。警備員は店内を巡回し、同時に不審な動きをする者に声
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かけをする。声かけの対象は、①商品を隠匿しようとする、店員や周囲の客などの動きを気
にするといった、万引を企図している可能性がある者、②カメラ、携帯電話のカメラ機能等
を用いて撮影を企図している者、③店内に飲食物を持ち込んでいる者、であった。
筆者の所属する警備業者は雑踏警備業務を主としており、保安警備業務を専門とする警備
員は僅少であった。それ故、警備員は追尾や捕捉に関する訓練を受けておらず、
「制服によ
る犯罪の抑止力」によって万引被害の低減に努めることが趣旨であったことから、警備業者
側も「捕捉はしないでいい」と警備員に指示を出していた。
同店の勤務に就いて約１ヶ月後に、勤務内容が変更になった。店内巡回を止め、雑貨・小
物類の陳列棚の横で立哨監視をするというものであった。店内巡回では雑貨・小物類の万引
が減少せず、問題個所を重点的に監視した方が効果的だとする判断が店舗側にあったと考え
られる。ところが、勤務内容変更の当日に、女子高校生４人組（以下、
「４人組」
）による万
引が発生した。警備員が１名しかいないため、交代ができず、立哨・監視体制に専念せざる
を得なかった。４人組は店員や警備員の動きを見ており、明らかに他の客とは異なる雰囲気
を醸していたことから、警備員は「こいつら、やるな」と直感的に思った。４人組は２人が
警備員に背を向けて並び、警備員の視線を遮るための「壁」を形成（
「幕を張る」といわれ
る）し、同時に他の２人がブレスレットと指輪を複数点着手したことを警備員は確認した。
４人組が常習者であると警備員は考え、店舗側に接客の声かけと対応を依頼した。店舗側は
「捕まえろ」と指示したが、制服警備員による追尾は誤認逮捕の危険性を孕む上、現認不充
分のため捕捉に至らないことは判断できた。結局、警備員は４人組を捕捉しなかったが、店
舗側から「捕まえるために警備員を雇ってるんだから」というクレームが付けられた。その
旨を警備業者に報告したところ、警備業者側は「逮捕はウチら（筆者注：制服警備員および
当該警備業者）の仕事じゃない」と警備員の対応を支持した。
上記の件が発生した１ヶ月後に、店舗側から再度勤務内容の変更が指示された。今度は店
内の客が少ない時は、雑貨・小物類の陳列棚付近を動哨し、店内が混雑した際にはレジの待
ち列を整列し、試着室付近の通路を確保する内容であった。つまり、警備員は雑貨・小物類
の万引対策と雑踏警備業務を兼任することになったのである。この変更に対し、警備員は
「店舗側も試行錯誤なのはわかるが、整列までやらされたら監視がおろそかになる」と記述
している。店舗側は、制服警備員を配置することにより万引の抑止力は得られ、その上で雑
踏警備業務を兼任させれば一石二鳥であると考えた。しかし、万引被害は低減せず、むしろ
巡回・監視業務に専念した時期よりも増加したと考えられる。
一方で、巡回・監視業務に専念する際も、担当する警備員によって万引発生率に差異が生
じる傾向がある。要注意の個所・商品および人物に視線が一点集中すると、万引被害が発生
しやすい。一点集中型の監視技術を得意とする警備員は、特定の個所・商品や人物に視線が
釘付けになることから、死角が多くなる。他の万引犯は、警備員が自分を注視していないこ
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とを察知して、万引を実行すると考えられる。また、集団万引における「引き付け」（ある
メンバーが警備員の注意を引き付け、その隙に他のメンバーが着手・隠匿を行う手口）に対
しても脆弱である。このような警備員は、結果として店舗全体の万引発生率の低減に寄与す
ることが困難となる。しかし、要注意の個所・商品および人物に着目しながらも、視線を一
点集中せずに広範囲に渡る巡回・監視を実施すると、万引被害は低減する。警備員の視線が
分散することから、死角が少なく、万引犯にとって実行困難な状況が発生していると考えら
れる。加えて、演技の有無も少なからず万引発生率の増減に寄与する。ここで言う「演技」
とは、
「警備員が見ている」という雰囲気を醸成するためのパフォーマンスであり、警備員
の顔の動き、振返りや遠近を問わない視線の飛ばし方などである。
「警備員がいる」という
だけでは、犯罪抑止力としては脆弱なのだ。
「警備員が広く、細かく見ている」と思われる
ようでなければ、充分な犯罪抑止力は得られないのである。このような差異は、警備員の技
術的側面と特性的側面の両側面に由来している。つまり、警備員個人の得手・不得手が反映
されたり、容姿にも左右される。そのような技術的側面を指導しながら、警備員個人の特性
も踏まえて警備体制を整備したところ、万引被害は低減の傾向を示した。
本例はあくまで一例であり、店舗や客層等の諸条件で異なる傾向が生じる可能性もあるこ
とから、一般化すべきではない。しかし、制服警備員による保安警備業務の長期実施例とし
て特筆に値すると考えている。
５．万引対策としての保安警備業務
５-１．保安警備業務の犯罪統制
万引は「遊び型」および「初発型」の犯罪であり、老若男女を問わず、日常生活の中で実
行されている。しかしながら、量販店やスーパーマーケット等の店舗にとって、その被害は
甚大である。また、万引犯においては、万引が重大犯罪へと深化する契機となる。それ故、
万引は看過することのできない現象であり、保安警備業務は万引対策の支柱として重要視す
べき活動である。
日常的に犯罪が発生しやすい条件として、
「潜在的な犯罪者」
、
「格好の標的」
、
「監視者の
不在」がある。量販店やスーパーマーケット等の店舗は陳列棚やプライバシー空間の設置に
より監視性が低く、一方で店舗の開放性と商品の接触容易性が高いことから、
「潜在的な犯
罪者」が「格好の標的」を奪取することが極めて容易な環境である。そのとき、保安警備員
は監視者となり、犯罪機会の減少に寄与することが可能である。加えて、犯罪を未然に防止
することにより、犯罪を深化させる契機を断つことにもなる。私服警備員の説諭および警送
により、
「ゲーム（遊び・初発型）性」
、
「累犯（常習）性」
、
「フラストレーション」
、
「分化
的同一化」といった側面の解消・更正に寄与する。つまり、保安警備業務は万引被害の低減
だけでなく、重大犯罪の低減にも寄与する犯罪統制活動であると考えられる。
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このような活動は、警備員のみが実施可能な活動ではなく、実際に店員によって万引犯が
捕捉されることも多い。しかし、万引犯を捕捉するためには、現認が必要である。現認が不
充分となれば、誤認逮捕を可能性が高まり、冤罪の発生につながる。現認は「着手」
、
「隠
匿」、「未精算」の三段階を踏まえなければならないことから、店員が一連の段階を全て満た
すことは容易ではない。また、捕捉にあたっては、万引犯による抵抗に遭う可能性もあるこ
とから、捕捉技術を体得した警備員によって遂行されることが望ましい。保安警備業務は、
必ずしも店員に代替可能な活動ではないのである。
しかしながら、保安警備業務にも利点と難点がある。加えて、私服警備員と制服警備員の
差異によって、利点と難点が異なることにも留意しなければならない。
５-２．私服警備員の利点と難点
まず、私服警備員による保安警備業務の利点として、更生および続発防止が挙げられる。
「初発型」の段階で犯行に歯止めをかけ、重大な犯罪への深化を阻止するには、捕捉の後に
説諭および警送の手続を経なければならない。監視性を高めて犯罪機会を減少させるだけで
は、犯罪転移の要因として寄与するにとどまる。抜本的な万引低減策としては、万引犯を更
生させることで、犯罪原因を根絶することが肝要である。私服警備員による保安警備業務は、
いわば「狭く深く」の対応となる。私服であるが故に、監視性および警戒水準の高さを顕示
することにはつながらないが、
「初発型」の段階での更正は店舗側だけでなく、万引犯当人
および全体社会にとっても有意義な活動となる。加えて、説諭のみで更正に成功すれば、刑
法犯認知件数を増加させることなく実数を低減させることになる。また、更生後に顧客とし
て良好な関係を構築することも可能となるだけでなく、警察同行時間をかけずに対応するこ
とで、店舗側の負担を軽減させる。
警送とする場合は、改善の見込みがない常習者および累犯者への対応となるが、放置した
場合に万引を繰り返すとなれば被害総額は甚大である。被害続発に歯止めをかけるには、毅
然とした対応が必要である。しかし、警察官は原則として店舗敷地内に張り込めないことか
ら、警備員が捕捉から警送までの過程を担うことになる。この過程がなければ警察が当該万
引事案に対処することが困難であることから、悪質事案の対処において警備員の存在は極め
て重要である。
一方で、私服警備員の難点としてラベリング作用が挙げられる。警備員が万引を現認して
捕捉する過程においては、非公権力による処遇であり、弱権力の公的ラベリングである。し
かし、警送の場合は警備員が店舗側と警察側を媒介することになる。つまり、警備業は公権
力の介入を促すことにより、強権力の公的ラベリングに寄与することになるのである。
既述の通り、万引に対する毅然とした対応は重要である。しかし、警送には慎重な判断を
要する。常習者および累犯者と同様の対処を初犯者に課すことにより、犯罪者としてのラベ
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ルを付与すると、当該万引犯は犯罪者としての立場性を確定される。説諭において更正可能
な場合には、可能な限り説諭を施すべきであると考えられる。警送の結果が累犯を生起させ
ることのないよう、警備員は当該万引犯が一過性の犯行であるか否かを見極めなければなら
ない。
５-３．制服警備員の利点と難点
制服警備員の利点としては、広範な監視と他業務の兼務が挙げられる。制服警備員による
立哨および巡回は監視性・警戒水準の高さを顕示させ、警備の影響力が広範に亘る。フラス
トレーションが講じた場合等の衝動性の高い万引に対して有効と考えられる。同様に、柿木
仮説において考察されたような少年によるゲーム感覚の万引においては、警備員の配置によ
って42.9％の少年再犯者が万引を断念するという結果も出ている。私服警備員では警備員の
配置が顕示されないことから、制服警備員による制服警備員によって業務が遂行されること
が望ましい。犯罪転移を誘発する可能性は否定できないが、少なくとも当該店舗においては
万引被害の低減に大きく寄与しているといえる。また、万引が犯罪であり、取り締まりの対
象となることを印象付ける効果も期待できる。
また、制服警備員は万引犯の捕捉が主な目的でないことから、誤認逮捕の可能性を低度に
抑えられる。私服警備員による現認も、絶対確実であるとはいえない。実際には、
「ひっか
け」の手口もあることから、捕捉を目的とする保安警備業務が術中にはめられる可能性も否
定できない。制服警備員は、これらの私服警備員のリスクを負うことなく、監視性能向上に
寄与することが可能である。
加えて、他の警備業務との兼務により、警備に関する一切の業務に柔軟な対応をすること
が可能である。店舗では、特売やイベント等によって来店客が殺到する事態も想定される。
また、店舗が大型化しているため、火災等の発生時には迅速かつ的確な避難誘導が不可欠と
なる。制服警備員は警備員としての立場性が明確であるため、緊急時の雑踏警備も臆断なく
実施できることが大きな利点となるであろう。
一方で、これらの利点は難点としての側面も有する。制服警備員は万引犯の捕捉が困難で
あり、常習者および累犯者に対する抑止力が脆弱である。 むしろ、警備員の死角も露呈し
やすく、万引の機会を顕在化させやすい特徴も有する。特に、他の警備業務と兼務する場合
において、逆に万引被害を増加させる危険性がある。それ故、制服警備員は立哨および巡回
といった監視業務に専念すべきであり、他の警備業務との兼務は緊急時のみに局限されるべ
きである。
また、監視業務に専念したとしても、警備員の監視技術によっては万引被害の低減に寄与
できない場合がある。その差異の要因となるのは、警備員の視線と演技能力である。これら
の能力は、他の警備業務で培われた能力と一致しない場合も多く、他業務で実績を上げた警
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備員が保安警備業務において適切な実績を得られるとは限らない。依頼主である店舗側とし
ては、警備業者を選定する際に、制服保安警備業務に長けているか否かを考慮する必要があ
る。
５-４．万引対策としての保安警備業務モデル
以上を踏まえた上で、保安警備業務をモデル化すると、図１のようになる。当該万引犯の
犯罪原因に対しては、私服警備員による説諭および警送が効果的に寄与する。これにより、
犯罪原因を解消し、更正に導くことにより、犯罪被害の低減と重大犯罪への深化を防止する
ことが可能である。
一方、犯罪機会の低減については、可視性の高い制服警備員が効果的に寄与する。特に、
「監視者の不在」を補うには、広範な監視が可能な制服警備員の配置が望ましい。これによ
り、ゲーム性が高い万引やフラストレーションが昂じたことによる万引も断念させることが
可能となり、潜在的ではあるが犯罪原因の抑圧にも寄与していると考えられる。
保安警備業務の実施については、以上のような特性を充分に考慮した警備計画が必須とな
るであろう。

図１．保安警備業務モデル

６．結論
万引対策のひとつとして挙げられる保安警備業務は、万引被害の低減に寄与するだけでな
く、重大犯罪への深化に歯止めをかける重要な犯罪統制活動である。しかし、保安警備業務
には私服警備員によるものと制服警備員によるものがあり、各々に利点と難点がある。その
特性を考慮しなければ、有効な万引対策とはならず、逆に犯罪を助長させる危険性も有する。
私服警備員においては、監視性および警戒水準の高さは顕示しないが、初犯者に対する説諭
による更正と、常習者および累犯者に対する警送措置で被害続発に歯止めをかける。一方
で、私服警備員にはラベリング作用があり、警送の場合には警備員が媒介となって強権力の
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公的ラベリングに寄与することになる。
制服警備員については、監視性・警戒水準の高さを顕示させ、警備の影響力が広範に亘る
ことから衝動性の高い万引に対して有効と考えられる。また、万引が犯罪であり、取り締ま
りの対象となることを印象付ける効果も期待できる。加えて、警備員としての立場性が明確
であるため、緊急時の雑踏警備も臆断なく実施できることが大きな利点となる。一方で、常
習者および累犯者に対する抑止力が脆弱であり、警備員の死角も露呈しやすく、万引の機会
を顕在化させやすい特徴も有する。他の警備業務との兼務は緊急時のみに局限されるべきで
ある。保安警備業務の実施については、以上のような特性を充分に考慮した警備計画が必須
となる。その上で、保安警備業務は有効な万引対策として存立するのである。
［注］
本稿では引用箇所を除き,「万引」に統一する.

１）

ただし、小型店舗も問題を抱えている。小型店舗は、店が家族的経営であると同時に客も地元の

２）

人間が多くを占める。その場合、万引を警送すると、「警察へ突き出した」という噂が広まり、
客離れの要因になるという（柏熊1985：322）。それゆえ、警送は望まれず、温情的な叱咤・説諭
が望まれるということである。加えて、被害届を書き、調書をとられると、少ない人員と時間を
割かなければならないという欠点もある。この点は、後述するように中規模以上の店舗であって
も同様であるが、小型店舗の場合はこの欠点が露呈することになる。
調査研究委員会による全体のまとめでは、万引の主な犯行場所として、スーパーが41.0％、コン

３）

ビニが17.0％、量販店が15.9％の順に高率となっている（調査研究委員会2009：17）。
ここでいう「要注意人物」は必ずしも犯罪者を意味しない。

４）

実際には説諭を施した上で警送とする場合も少なくないが、ここでは警送なしに説諭のみで放免

５）

することを意味する。
この点について、辻は「警備会社などは、警察の末端的な機能をしているのである」（辻1987：

６）

60）と述べている。
箭内仁は、
「警備会社の警備員派遣を契約するようになった。（中略）警備が専門化された結果、

７）

その職にあるものは成績をあげることが必要となり、万引を発見してもすぐには補導せず、店内
である程度まで犯行を重ねて金銭的にも多額となり、店から出たところで補導するようになった
と聞く」（箭内1977：190）と述べているが、これは誤解である。店内で捕捉しないのは「未清算」
が確定しておらず、現認不充分のため捕捉に至らないからであり、警備員が捕捉業績を顕示する
ためではない。
8）

演技か否かを見分けることも、保安警備員の技術として挙げられる。
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The study of Security Guard Business measure to
combat shoplifting: The difference of Plastic-Security
Guards and Plain Clothes Security Guards is paid
attention to
TANAKA, Tomohito

summary
The aim of this article is the security guard business is a crime control activity that
decreases the shoplifting damage, and prevents the deepen to the major crime. It is
divided roughly into the one by the plain-clothes security guard and the one by the
plastic-security guard. The plain-clothes security guard prevents the succession of damage
by the admonition and the report without parading the height of the watch and the
precaution level. On the other hand, The action of the labeling is given to the shoplifter.
The plastic-security guard can be effective compared with the hoister that the impulsivity
is high because the watch and the precaution level are improved, and a wide influence is
exerted, and expect the effect of putting becoming of the hoister the object of
management in the impression. In addition, the bustle guard in the emergency is
enforceable. On the other hand, the deterrent to the repeat offender and the repeated
offender is weak, the blind spot is also exposed, and the chance of the hoister is made to
be actualized. You should not serve concurrently with other business. The security guard
business is existence as the hoister measures in consideration of above.
key words: Shoplifting, Security guard business, Crime prevention
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