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要旨
警備業は産業であり、その業務は営利活動として実施されるのが通例である。しかし、防
犯関連以外の業務を主とする警備業者および警備員が、通常の営利活動において付帯的に
「防犯ボランティア活動」を実施する例がある。この活動はマス・コミ報道によってもたら
される「子供の安全」に関する犯罪不安に対して、警備業として社会的貢献をすることが動
機となっている。その趣旨および内容は、通常業務実施中の警備員が主体となり、「制服に
よる抑止力」と「警察通報」をするものである。警備員は移動性の高い通常業務の利点を活
かし、特定の地域社会に限定されない防犯活動を行うことが可能となる。
この活動から、
「防犯」は警備業のメチエであり、警備員は浮動性を付与された「有能な
監視者」として存立するといえる。これは犯罪統制の新たな方策になる可能性がある。しか
し、人員の流動性が高い故に活動の周知徹底が困難であること、通常業務の活動圏に限定さ
れることが課題であるといえよう。
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１．研究の目的と背景
犯罪不安の高まりや、いわゆる「体感治安」の悪化が叫ばれ、「安全・安心まちづくり」
や「地域防犯パトロール」といった活動が各地で展開されている。その多くは、地域社会の
成員である住民を主体とする、無償奉仕のボランティア活動である。警備業は産業であり、
民間企業による営利活動として業務が実施されるのが通例である。それ故、警備業が防犯パ
トロール業務を展開する場合には、自治体および企業体からの依頼による営利活動として実
施されていることが多い。
警備業はセミフォーマル・コントロールとして犯罪統制の主体に位置づけられるが、無償
奉仕のボランティア活動とは区別されている（田中，2007a、2007c、2008a）。それ故、警備
業における防犯ボランティア活動はこれまで等閑視されてきた。しかしながら、警備業者に
も営利度外視の無償防犯ボランティア活動を実施する例が報告されている。従来から、複数
の警備業者が防犯連絡会等を結成して無償の地域防犯パトロールを実施する例は複数確認さ
れているが、注目されるのは、防犯を専門としない他業務の警備業者が通常業務実施中に防
犯ボランティア活動を展開している事例である。
このような事例は稀少であると同時に、従来の警備業務および警備業による無償防犯パト
ロールとは異なっている。それ故、犯罪統制の新たな方策として注目すべき活動である。本
稿では、この事例について、①なぜこのような活動を開始したのか、②警備業において「防
犯」がどのように捉えられているのか、③この活動の趣旨および内容はどのようなものか、
④この活動は犯罪統制の理論においてどのように解釈することができるか、⑤この活動は特
定のコミュニティに包摂されるのか、という点を明らかにすることを目的とする。
本稿は、2007年12月（２時間程度）と2008年７月（45分程度）に実施した聞き取り調査の
結果を主軸としている。調査対象者は、首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）を中心に業務
を展開する警備業者（以下、
「A社」と表記）の幹部２名である。A社の主な実施業務は電
設工事に伴う交通誘導警備（第２号警備業務）であり（以下、「通常業務」と表記）、「防犯
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ボランティア活動」
（以下、
「当該活動」と表記）は通常業務の実施中に副次的に展開されて
いる。当該活動は2006年12月に開始され、2008年７月現在も継続している。A社は従業員数
約300人の中堅業者であるが、他の警備業者と協賛しており、協賛業者の警備員を含めると
約500人がA社の業務に従事している。
本稿では、はじめに当該活動の動機を近年の社会的背景と対照させながら明らかにする。
その上で、当該活動の意義とその具体的活動要領を示し、当該活動の要点をまとめる。ま
た、当該活動に対する意識について、聞き取り調査において重要視された社内アンケートの
結果も踏まえて明らかにする。そして、以上から得られた論点を挙げて考察していく。
２．当該活動開始の動機となる社会的背景─子供に対する連れ去りと殺害─
当該活動開始の動機となる社会的背景として、子供に対する連れ去り事件や殺害事件が続
発し、マス・コミを賑わせたことが挙げられる。「子供が、連れ去りや殺害の対象となる事
件が多く報じられた」として、
「警備業者として何か社会的に役立つことが出来ないか」と
社員から提案があり、
「それはいいことなので是非やろう」と社内で賛同を得られたことが
当該活動開始の経緯である（田中，2007b）。つまり、「子供の安全」に関するマス・コミ報
道からもたらされる不安感に対して、警備業者として社会的貢献をしようとするのが当該活
動の動機であるといえる。
当該活動が開始される過去数年の小児連れ去り事件を検索すると、以下のようになる。朝
日新聞社の「聞蔵」 では、2002年に24件であった記事件数が、2003年になると158件に急増
１）

する 。同年は７月に長崎男児殺害事件が発生し、その約２週間後に小６女児４人監禁事件
２）

が発生するなど、小児が犯罪の対象とされる事件が全国的に注目を集めた。それ以外にも、
静岡で約２週間に２件、大阪で約１ヶ月間に未遂５件、埼玉で約１ヶ月間に未遂３件、
「不
審者に声をかけられる」という声掛け事例が栃木で約１ヶ月間に４件といったように、短期
間のうちに特定都道府県内で連続的に連れ去りや連れ去り未遂と考えられる事件、もしくは
声掛け事例が発生している。
子供の安全に関する警備業のニーズも高まりをみせた。子供の送迎身辺警備業務を専門と
する警備業者「マードレ有限会社」や携帯型発信器を用いた身辺警備業務を開始した「セコ
ム株式会社」が新聞で取り上げられている（『朝日新聞』2003年11月14日福岡版朝刊、『朝日
新聞』2003年11月27日大阪版夕刊）。
新潟県では、村上市の女子中学生連れ去り事件など児童生徒を狙った犯罪が続発したこと
から、県内の小中学校で、登下校時などの子供の安全確保策を強化する動きが相次いだ。新
津市では10月中旬から、校区内のパトロールを警備業者に委託した。県の緊急地域雇用の事
業を利用して、警備員８人が従事する。６人が２人１組の３班で六つの中学校区を見回り、
残る２人は警察等の関係諸機関と連絡を取り、地域住民や保護者との情報の共有化を図るも

― 17 ―

のとしている（
『朝日新聞』2003年９月25日新潟版朝刊）。
以上のように、2003年は子供の安全に対する関心が高まり、警備業がそれに参入する例も
複数みられた。しかし、2004年になってこの関心は更なる高まりをみせる。2004年は子供の
連れ去りや殺害に関する記事が204件に上り、その中には高崎（３月）と奈良（11月）で発
生した小学１年の女児殺害事件なども含まれている。同年７月には福岡市博多区の警備業者
61社によって構成されている「博多警備業防犯組合」が「博多セーフティーパトロール隊」
を発足させた。各地で連れ去り事件などが後を絶たないことから、組合側が地域での連携を
博多警察署に提案したのである。小学校の下校時間帯に毎月１回、警備員が無償ボランティ
アで区内を巡回する。福岡県警備業協会は前年から「街頭犯罪抑止支援協定」を福岡県警と
締結し、不審者情報の提供などの協力態勢を形成していた（『朝日新聞』2004年７月18日福
岡版朝刊）
。
2005年は記事件数が124件に減少するものの、約２週間のうちに広島（11月）と栃木（12
月）でともに小学１年の女児殺害事件が発生するなど、子供の安全に高い関心が示される事
例が続発した。2003年と同様に、同年も「有限会社ケーエスピー・ドアネット」の子供向け
送迎サービスが記事に取り上げられるなど、警備業のニーズは衰えていない。実際に栃木で
は女児殺害事件発生後に、連れ去り現場付近の新興住宅地の分譲会社が分譲地内の巡回パト
ロールを警備業者に委託している。2006年には警備員が子供の送迎もするようになり、地域
の安全に重要な役割を担っているという（『朝日新聞』2006年６月５日栃木版朝刊）。
A社が当該活動を開始した2006年は、仙台新生児連れ去り事件も含めて記事件数が172件
に増加した。小出治は、
「市民にとっての防犯活動の動機ともなる不安感は、必ずしも客観
的なものではなく、マスコミなどの影響を大きく受ける。また、直接の体験によるものだけ
ではなく、伝聞も大きな影響を与えている」（小出，2005：57）と述べたが、犯罪不安が喚
起される要因としてマス・コミ報道が挙げられることは稀ではない 。
３）

また、一口に「犯罪不安」といっても、その種類は凶悪犯罪から軽犯罪まで多様であり、
その手口や被害対象も多様である。しかし、近年の犯罪不安では、「子供の安全」に関する
ものが中心的である。芹沢一也は2005年10月の文部科学省「地域の教育力に関する実態調
査」において保護者の67%が「子供の安全を守る活動」を重要視している結果を引き合いに
出しながら、
「現在の犯罪不安の核心にあるのは、「子どもの安全」なのだ」（芹沢，2006：
145）と述べている。そこで、子供が置かれている現状について確認する必要がある。高橋
勇悦は子供の現状について下記のように述べている。
家族人員や「きょうだい」が少なく、両親は共働きで、隣近所の人びと（おじさん、おば
さん等）との接触も少なく、さらには仲間と遊ぶこともままならない現状の子供の生活は、
まさに「一人ぼっち」の生活である（高橋，1995：124-125）。
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もちろん、すべての子供が上記のような「一人ぼっち」の生活をしていると断言すること
はできない。しかし、
「少子化」
、「核家族化」、「夫婦共働き」、「地域社会の衰退」といった
言説が散在する中で、マクロな視点からみれば高橋が述べたような子供の現状が想定される
ことに異論はない。その上で高橋は、
「子どもの生活の社会化というのは、このような子ども
の生活問題を専門に処理する私的な機関・施設、つまり企業の増大を意味する」
（高橋1995：
132）と述べている。勉学等では学習塾や習い事のような教育産業に通学し、遊び等では遊
園地やゲームセンター等の遊戯施設に依存する。つまり、高橋は子供が「一人ぼっち」にな
った社会的背景に、社会化の担い手として企業が台頭する傾向を指摘しているのである。社
会化の担い手として台頭する企業において、近年は「セキュリティ産業」といわれる業界群
の参入が目覚ましい。子供の通学時等の安全確保に企業が参入するようになり、その一翼を
担うのが警備業である。警備業はもはや、子供の安全と密接にかかわる産業として位置づけ
られるようになったのだ。
以上のような背景から、A社が子供の連れ去りや殺害に関するマス・コミ報道から当該活
動を想起したことに意外性はない。その半面、通常業務に付帯する「ボランティア」として
当該活動を開始したA社の取り組みは異例であるといえる。他の警備業者および電話通信業
者等が次々と「子供の安全」を確保するための業務を展開する中で、営利に直結しない活動
を警備業者が実施するのである。
「子どもの安全は一大市場をもたらしたのだ」
（芹沢，2006：
154）といわれる中で、当該活動の独自性を探る価値があるといえよう。
３．当該活動の意義とその具体的活動要領
当該活動開始の動機が「子供の安全」に対する社会的貢献であるとはいえ、防犯の対象を
「子供」に限定するわけではない。当然ながら、犯罪の対象となるのは子供だけではなく、
成人も同様である。成人同士の犯罪を等閑視するのではなく、広く「防犯」に貢献すれば、
自ずから子供もその対象に含まれる。
しかし、当該活動の防犯実績として、特筆すべき報告（犯罪対応実績）はない。ただし、
当該活動を開始する以前に、交通誘導警備員と工事関係者が空き巣を取り押さえた事例があ
る。A社は「むしろ、報告があるようでは困る」（田中，2007b）と考えている。これは通常
業務に対する支障の有無を念頭に置いたものではなく、犯罪が頻発するような社会は望まし
くないという、人道的な見地からの信念に基づいている。それ故、「防犯」に関するニーズ
の高まりをビジネス・チャンスと捉えるのではなく、あくまで社会的貢献の一活動として、
無償のボランティアとして実施するのである。
当該活動を実施するに当たり、A社はA４版用紙１枚の「「防犯ボランティア」の具体的
活動要領」
（以下、
「活動要領」と表記）を策定している。活動要領において、当該活動の
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「基本原則」を、
「通行人等から警備員に犯罪発生の訴えがあっても、交通誘導警備業務の特
殊性から、交通誘導を中断できないので、作業責任者に110番通報等を依頼し、警備員は、
交通誘導を継続することを原則とする」と定めている。その上で、「具体的活動要領」とし
て、以下の５点を挙げている。
第１点目は、
「片側交互通行及び交通量の多い現場で、住民の方から犯罪被害等の訴えが
あっても、交通誘導を中断することができないので、警察等への通報は、作業責任者に依頼
し、警備員は、交通誘導を継続することを原則とする」である。第２点目は、「交通閑散な
現場で、住民等の方から、
「ドロボーに入られた」「不審者がいる」「ひったくりに遭った」
などの訴えがあった時、作業責任者に報告し、携帯電話で110番に通報する」である。第３
マ

マ

点目は、
「上記等（筆者注：第１点目と第２点目のこと）の訴え出があっても、作業責任者
の了承を得ないで、無断で立哨位置を離れない」である。第４点目は、「犯罪被害者等から
マ

マ

訴出があった場合には、交通誘導に支障がないときは、携帯電話で110番通報し、自分の会
マ

マ

マ

マ

マ

マ

社名、氏名、訴え出の内容等を話した後、速やかに訴出人と電話を変わる」である。第５点
目は「現行犯逮捕は、令状なくして誰でも逮捕できるが、次の場合注意すること」とあり、
以下の３項が挙げられている。
まず、
「逃走する犯人を、単独で追跡したり、不用意に犯人に組付かない」とある。これ
は隠し持った刃物等で反撃されることを懸念したものであり、警備員の刺傷被害を防止する
ための注意である。次に、
「追跡した犯人が、他人の住宅（敷地内）・ビル内に逃げ込んだ」
とある。これは「家人、管理者に断って敷地、ビル内に入ること」とあり、無断で入ること
により当該活動の警備員が住居侵入（建造物侵入）罪に抵触しないよう注意を促すものであ
る。最後に、
「追跡した犯人が、被害品を住宅の敷地内に投げ入れ逃走した」とある。これ
は前項の注意と共通するが、
「被害品を警察に届けるためであっても、無断で立ち入ること
はできない」というものである。
以上が活動要領の内容であるが、別紙として「「防犯ボランティア」に関するQ&A」（以
下、
「Q&A」と表記）がある。これについては、当該活動の要点として整理したい。
４．当該活動の要点
４-１．通常業務における当該活動の利点
A社が主力とする交通誘導警備業務は、公道において実施されることが多い。また、工事
箇所が変更になるたびに移動することから、公共性と移動性の高さを活かした防犯ボランテ
ィア活動が可能である。一口に「工事に伴う交通誘導」といっても、その様態は工事の種別
により多様性がある。建築であれば施工現場は固定的であるが、電設は網の目状に張られた
電線を順々と施工して巡ることも多い。それ故、施工現場が流動的になる。Q&Aにも、「工
事現場が毎日変わりますので、広い地域で防犯ボランティア活動ができます」とある。通常
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業務の利点を生かした活動として、当該活動をA社が想起すること
には合理性が認められる。
移動には図１のような高所作業車等 の工事用車輌を使用するこ
４）

とが多く、警備員も作業員らと車輛に同乗して施工現場まで移動す
る。繁華街だけでなく住宅街の奥まりも行動半径となる。それ故、
警備員による監視が繁華街の雑踏に局限されず、人目に付かない路
地等にまで行き渡るのである。
図１

４-２．当該活動の主体

高所作業車

当該活動の主体は、A社の警備員および協賛業者の警備員である。当該活動は警備員が通
常業務の遂行中に実施することを念頭に置いていることから、警備員が筆頭となる。しかし、
警備員だけが当該活動の主体ではない。活動要領にもある通り、当該活動は「交通誘導に支
障がないとき」以外は作業責任者に通報を依頼することになっている。それ故、警備契約先
である電設工事業者の現場監督および作業員にも協力を要請し、当該工事現場全体でボラン
ティア活動に参加している。活動中の警備員は右腕に黄色いリボン（ボランティア実施の旨
とA社を含む同事業者グループの記名入り）をつけている。
ただし、あくまで主眼とするのは通常業務の遂行であり、パトロールは実施しない。また、
無断で立哨位置を離れてはいけない。交通誘導警備業務は道路使用許可申請時等に警備員の
配置を義務付けられることが多い。また、交通誘導警備業務の特質上、必要な箇所には常時
警備員が立哨しなければ業務が成立しない。Q&Aにも、「交通誘導警備業務は、電気工事に
伴い車線変更等を行いますので、現場周辺での交通事故防止や、皆さんが、安全に通行でき
るように交通誘導を行うことであり、現場を離れてパトロールを行うことはできません。警
察からの指導を受けております」と記載されている。パトロールや無断での通常業務外行動
は、通常業務の不履行を意味するのである。
A社は本社所在地の管轄警察署に対して、当該活動を「防犯ボランティア活動」として届
け出ている。この点は活動要領にも記載されており、防犯ボランティア活動団体として登録
し、東京都内での「防犯ボランティア」組織と位置づけられている。しかし、当該活動に警
察官は参加していない。また、警察官による指導教育等も行われていない。当該活動はあく
まで警備員とその施工現場関係者によって遂行されている。
加えて、主体となる警備員は、A社および協賛業者ともに中高年者の中途採用が多く、そ
れ以前の職歴も警備業と関係していないケースが多い。A社は警備員を正社員として雇用し
ているが、３カ月程度で辞職する者も多い。協賛業者の警備員はさらに流動性が高いという。
このような実情において、A社もどの程度まで当該活動が周知徹底されているかについて把
握しかねることもあるようだ。
「随時説明してると思いますが（中略）後から来た方は（筆
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者注：説明を）ちゃんと受けてないのかもしれない（中略）これ（筆者注：活動要領のこと）
見て読んでくれくらいにしちゃったのかもしれない」（田中，2008b）と述べている。
重要視すべき点は、当該活動の主体である警備員は、警備業法上の第２号警備業務従事者
としての研修しか受講していないということである。つまり、
通常業務の交通誘導については研修を受けているが、防犯に
関する専門的知識は持ち合わせていない。警備業法施行規則
第38条第１項において規定されている警備員の教育時間に
は、基本教育と業務別教育がある 。A社としては、業務別
５）

教育には通常業務の教育を充てる必要がある。それ故、防犯
に関する業務別教育は行われていない。
一方で、A社は交通誘導検定試験の合格者が多く、有資格
者は全体の警備員の70%に達している。通常業務である交通
誘導警備業務の質は高く、有能な警備員を多数有する業者で
ある。
図２

４-３．当該活動の趣旨
当該活動は、通常業務実施中に犯罪を目撃したり、第三者

活動実施中の警備員

（出典：
『警備保障新聞』平成19年
11月15日号）

（通行人および近隣住民等）から助けを求められた際に警察通報することを趣旨としている。
主な目的は犯罪に対する抑止力となることであり、制服警備員が身近に存在することで、犯
罪を未然に防止することができればよいと考えている。この趣旨は、環境犯罪学における
「監視者」および「目撃者」としての役割に一致する（この点については、日常活動理論と
対照させて後述する）
。
ただし、活動要領には「状況によっては、現行犯逮捕することもあります」と記載されて
いる。既述の通り、通常業務では無断で立哨位置を離れることができないことから、追跡や
逮捕をどの程度まで実施するかはケース・バイ・ケースである。「状況によっては」という
文言は、犯行を現認するか、もしくは犯人と思われる人物が追跡されている状況において、
通常業務に支障がないことを確認した上で現行犯逮捕が実施されることを意味するといえる。
また、活動要領には記載されていないが、警備員に対して意識づけを行うことも当該活動
の重要な趣旨である。つまり、通常業務を実施するに当たり、「警備員としての意識を持ち
ましょう」
（田中，2008b）と呼びかける意味を含めている。既述の通り、「警備業者として
社会的に役立つ」ことが当該活動開始の動機であったことから、「警備業者」および「警備
員」としての使命感がある。それ故、今後も警備員に対して、「警備会社だからやる」（田中，
2008b）という説明を強化する意向を示している。
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４-４．地域社会（=近隣住民等）へのPR
特定の地域社会に対して、当該活動のPRは行っていない。その理由として、次の３点が
挙げられる。第１点目は、現場（電設工事施工現場）の移動性が高く、特定の地域社会にコ
ミットしていないということである。移動性の高さは当該活動の利点であるが、特定の地域
社会との連携を阻む欠点でもある。「今日はここ、明日はあっちですからね、なかなか地域
社会という面では難しい」
（田中，2007a）とのことであった。
A社は本社所在地の警備業協議会に積極的に関与し、通常業務とは別個に本社所在地警察
署管内のパトロール活動を実施してきた経緯がある。これは正式に組織として参加するよう
になったのが2000年であったが、それ以前から任意で参加してきたという。これは本社所在
地が非流動的であるが故に実施可能な活動であり、施工現場の移動性が高い当該活動では困
難であるといわざるを得ない。
第２点目として、A社の起業趣旨が電設工事に伴う警備員を安定的に確保することであっ
たことである。言うまでもなく、電設はインフラであり、故障等の不備の有無を問わず定期
的に工事が実施されている。電設工事業者は昼夜を通じて施工を行っていることから、工事
に伴う警備員も一定数を常時確保する必要がある。警備員が確保できずに施工が不可能とな
れば、停電はもとより電設の拡張・維持・管理に不都合が生じるだけでなく、他の社会活動
に著しい悪影響を及ぼすことになる。それ故、可及的速やかな対応が要請される電設工事に
おいて、通常業務に専念せざるを得ない状況もあるのだ。
第３点目として、当該活動が無償の「ボランティア」であることも大きな要因として挙げ
られる。仮に、当該活動が営利活動としての地域防犯パトロール業務であれば、担当する警
備業者側よりも、行政側が何らかの告知を出すことになると考えられる。この場合の告知は
営利増幅を目的とする「広告」とは異なり、地域社会の成員に対して地域防犯パトロール業
務実施の旨を周知させることを目的とする「広報」である。しかし、当該活動はあくまでA
社の通常業務に付帯するものであることから、地域社会の成員に対して周知させる必然性が
生じないのである。
５．当該活動に対する意識
既述の通り、当該活動の主体はA社および協賛業者の警備員である。それ故、主体である
警備員が当該活動にどのような意識を持ち、実際の活動を展開しているのか確認する必要が
ある。ここで参考にするのは、A社が実施した社内アンケート「防犯ボランティア活動（平
成19年度）
」
（以下、
「アンケート」と表記）であるが、あくまで聞き取り調査において入手
した資料であり、筆者による社会学的な定量調査ではないということに留意する必要がある。
アンケートの調査対象は、A社東京支社管内の警備員であるが、母集団は約500名であるに
もかかわらず、標本数は46名である。内訳はA社の警備員が20名、協賛業者の警備員が26名
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であった。設問は大項目４問、中項目２問の計６問である。そのうち大項目２問は自由記述
方式、大項目１問は３段階尺度の選択肢方式、残る大項目１問が４段階尺度の選択肢方式で
あった。以上のように、社会学的な定量調査には該当しない。本稿でアンケートを引用する
理由として、聞き取り調査の主要な話題として挙げられ、特に2008年７月の調査では当該活
動の反省点としてA社がアンケートを重要視していたことが挙げられる。また、当該活動の
周知徹底を阻害する要因が、アンケートにもみられる。それ故、当該活動の問題点を考察す
る上で、アンケートを取り上げることは有用であると考えられる。
まず、
「Q１」
（大項目１）として、
「防犯ボランティア活動の「基本原則」と「活動内容」
を知っていますか?」と問うた。その結果、「よく知っている」、「だいたい知っている」、「活
動は知っているが、どうするのかわからない」に85%（39人） が回答しており、当該活動
６）

の実施については周知されているといえよう。しかし、具体的な活動内容については、「活
動は知っているが、どうするのかわからない」、「よくわからない」に35%（16人）が回答し
ている（図３）
。

15％

9％

①よく知っている。
①
②

20％

③
④
56％

②だいたい知っている。
③活動は知っているが、
どうするのかわからない
④よくわからない

図３ Q１防犯ボランティア活動の「基本原則」と「活動内容」を知っていますか?

11％
37％

36％

①

①犯罪発生時の具体的対応

②

②何をすれば良いのかのが

③

③説明や資料がわかりづらい

④

④説明を受けていない

16％

図４ Q１が３と４の理由
以上についてA社は、自社の警備員は随時説明を受けているために当該活動に対する理解
がある半面、協賛の警備員は入れ代りが激しく、説明が不足するために理解を得られにくい
と考えている 。つまり、人員の流動性が高いために当該活動の趣旨および活動要領を周知
７）

徹底することが困難になっているのである 。通常業務であれば、警備員に都度の指示を出
８）
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すことになるであろうが、恒常的に実施する当該活動について都度の説明を施すことは困難
であると考えられる。それ故、人員が流動するたびに、当該活動について説明を受けていな
い警備員や、充分な説明を受けていない警備員が出る可能性は高まるといえる。
また、通常業務であれば、警備契約および警備計画書において、業務の趣旨とその具体的
な実施内容が明記される。それ故、業者側は警備員に対して業務内容を指示・徹底させるこ
とが比較的容易である。当該活動は通常業務に付帯する「ボランティア」であることから、
指示内容も通常業務に関わるものが主眼に置かれる。当該活動の活動要領が各警備員に配布
されているが、これは警備計画書のような具体性は確保されていない。施工現場により警備
員の人数および配置が異なることから、具体的かつ統一的なマニュアルの策定は困難である
といわざるを得ないのが実情なのだ。しかし、既述の通り、「基本原則」と「活動内容」の
概要は活動要領に記載されている。
そこで、当該活動の「基本原則」と「活動内容」がわからない理由を問うたのが図４であ
る 。犯罪発生時の具体的対応が不明であるよりも、当該活動自体に関する説明の不足に因
９）

るものが大きいとA社は考えている。犯罪発生時の具体的対応もケース・バイ・ケースであ
り、マニュアルを策定して一律に対応するものではない。また、具体的対応を明示したとし
ても、通常業務の実施状況との兼ね合いの中で当該活動を遂行することが困難である場合も
想定される。その場合、優先すべきなのは通常業務であり、当該活動をどの程度まで実行可
能であるかもまたケース・バイ・ケースである。その上で、A社は当該活動の説明を如何に
して行うかが今後の課題であるとしている。
次に、
「Q２」
（大項目２）として、「防犯ボランティア活動は、あなたの業務に支障を与
えていますか?」と問うた（図５）。その結果、「非常に負担である」が２%（１人）、「やや
負担である」が11%（５人）で６人程度にとどまっている。一方、「負担ではない」と回答
したのが78%（36人）であり、無回答が9%（４人）であった。無回答が発生している点に
疑問が残るものの、負担であると考える警備員は少ないようである。以上の結果を受けて、
A社は今後も同活動を継続する意向を示している。
図６は「Q２」において「非常に負担である」、「やや負担である」と回答した者の理由を
問うたものである 。A社は、
「犯人から危害を受ける可能性がある」という項目を重要視
10）

しており、犯人逮捕が目的ではないとする趣旨の説明を強化すべきであると考えている。あ
くまで「制服警備員が身近にいることによる犯罪の抑止力」となることが趣旨であるが、
Q&Aに「状況によっては、犯人を現行犯逮捕することもあります」と記載され、活動要領
にも犯人追跡の際の注意事項が記載されていることから、犯人と対峙する可能性を警備員が
想定することもあると考えられる。
また、
「警備業務が忙しくて対応できない」というのも、あくまで最優先すべき活動は通
常業務であることから、必然的に生じる困難である。しかしながら、これを理由として挙げ
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9％ 2％

11％

①非常に負担である
①
②
③

②やや負担である
③負担でなない

無回答

78％

図５ Q２防犯ボランティア活動は、あなたの業務に支障を与えていますか?
Q2が①、②の方の理由
37％

37％

①警備業務が忙しくて対応できない
①
②
③
④

13％

②顧客が理解してくれない
③一般の方から説明を求められる
④犯人から危害を受ける可能性がある

13％

図６ Q２が①と②の理由
た警備員は筆者の計算では２人しかおらず、むしろ多くの警備員にとって当該活動は通常業
務遂行上の負担にはなっていない。
「一般の方から説明を求められる」というのも１人にと
どまっており、通常業務に支障が出るような問い合わせが寄せられるケースは稀であるとい
える。もっとも、特定の地域社会に対してPRを実施していないことを踏まえれば、この点
について疑問を挟む余地はない。
選択肢方式を採用したのは以上であり、「Q３」（大項目３）は「防犯ボランティア活動に
ついて現場での事例等がありましたら、お書き下さい」とする自由回答方式の設問である。
今回の調査では具体的な犯罪対応事例および防犯効果等に関する報告は見受けられなかっ
た。それ故、当該活動開始以来、特筆すべき事例は皆無であるといえる。
「Q４」
（大項目４）は「防犯ボランティア活動に対するご意見がありましたら、お書き下
さい」というものである。これには肯定的意見３件と否定的意見および改善要求４件が報告
されている。まずは肯定的意見として、「社会に安全保持の貢献をすることは良い事だと思
う」
、
「殺伐とした社会なので、我々警備員はお客様に接するよう心掛ける」、「我々警備員は
もっと積極的に参加すべきではないでしょうか?」が挙げられた。次に否定的意見および改
善要求として、
「実際の所、防犯ボランティアの意味がよくわからない。対処方法もよくわ
からない」
、
「活動内容を知りたい」
、
「詳しい説明がほしい」、「具体的な方針のわかるタイト
ルの方が良いのでは?」が挙げられた。肯定的意見が当該活動の意義を認める内容であるの
に対して、否定的意見は当該活動の詳説を求める内容であった。否定的意見に当該活動の意
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義を否定する意見がないことから、A社としては活動の意義自体は否定されるものではなく、
説明の不足を補うことが急務であると考えている。
６．当該活動における４つの論点
以上の内容を踏まえ、当該活動の論点を挙げ、その考察を行なう。当該活動の論点とし
て、①警備業のメチエと人員の流動性の高さ、②環境犯罪学における「監視者」および「目
撃者」としての警備員、③コミュニティの不動性とコモンズの浮動性、④子供の現状とその
「安全」
、という４点が挙げられる。
６-１．警備業のメチエと人員の流動性の高さ
まず、当該活動について、A社は「警備会社だからやる」と考えており、警備員も「我々
警備員はもっと積極的に参加すべき」とする意見がある。つまり、防犯を専門としないA社
および警備員においても、
「防犯」が強く意識されているのである。この点については、当
該活動を負担であると考えていない警備員が多数であったことからも、当該活動の主体とな
る警備員に違和感なく受容されていると考えられる。
犯人から危害を受ける可能性があることを負担に思う警備員がいることについては、活動
要領の記載から犯人との対峙を想定する警備員が出てくる可能性があることから、無理から
ぬ反応である。その上で、犯人との対峙を恐れて負担感を募らせる警備員が少数であったこ
とは、多くの警備員が当該活動の「基本原則」を理解しているか、もしくは犯人と対峙する
ような場面が稀にしか発生しないということをわきまえているのではないかと考えられる。
もっとも、防犯を専門とする警備員であっても、犯人から危害を受ける可能性を負担と感じ
ることはあると想定されることから、当該活動の主体となる警備員に特有の負担感であると
はいえない。
むしろ、
「我々警備員はもっと積極的に参加すべきではないでしょうか」という意見など
は、A社が当該活動を想起した経緯とも共通するもので、「警備会社だから」、「警備員だか
ら」という考えが警備業のメチエとして存在することを表している。このような考えが防犯
関連業務を扱う警備業者およびそれに従事する警備員にのみに限定的に共有されるであれば、
それは実務上の必然性がある。しかし、A社のように防犯を専門としない警備業者および警
備員にまで「防犯」が意識づけられているということは、警備業のメチエのひとつとして「防
犯」が重要な位置づけを担っているということになる。
また、通常業務実施中の付帯的活動として当該活動を行うにもかかわらず、アンケートの
結果からは、必ずしも警備員の多数に大きな混乱を招いているとはいえない。また、当該活
動に対して負担感を覚えている警備員も少数であることから、当該活動が警備員の通常業務
を著しく阻害する要因になるとは考えられない。
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しかし、一部の警備員に混乱が見られるのも事実である。これは、「防犯ボランティアの
意味がよくわからない」
、
「具体的な方針のわかるタイトルの方が良いのでは」とする意見に
端的に表れている。一部の警備員が混乱を引き起こす背景には、警備業界自体の根深い問題
があることを念頭に置かなければならない。その問題とは、人員の流動性の高さである。A
社は警備員を正社員として雇用しているが、３カ月程度で辞職する者も多い。協賛業者の警
備員はさらに流動性が高い。A社は、自社の警備員に対して随時説明を行っていることから、
当該活動に対する理解が保たれていると考える半面、新たに加わる警備員に当該活動の趣旨
と内容を徹底することは困難なのが実情である。協賛業者の警備員はさらに流動性が高いこ
とから、説明不足に陥ることは不可避であるといえよう。
元来、交通誘導警備業務は交通事故の被災可能性が高いだけでなく、屋外で実施されるこ
とが多いことから天候等に左右されやすい労働環境にある。加えて、給与も高水準にあると
はいえず、いわゆる「３K」の労働実態がある。つまり、安定的な雇用を確保することが困
難となる条件に晒されているのである（田中，2008c）。A社は警備業界内においては警備員
の雇用条件を高水準に設定していると考えられるが、それでもなお離職率が高いことは否め
ない。警備員の雇用条件改善は必須である。
６-２．環境犯罪学における「監視者」および「目撃者」としての警備員
当該活動では、防犯の実績は皆無であった。ここでの「防犯の実績」は、犯罪者の逮捕お
よび警察通報を意味する。この結果のみに着目すると、当該活動は犯罪統制に貢献する活動
ではないと考えることも可能である。しかし、「制服による抑止力」および「犯行を目撃し
た際の警察通報」を趣旨とする当該活動は、環境犯罪学における「監視者」および「目撃
者」としての役割に一致する。特に、マーカス・フェルソン（Marcus Felson）の日常活動
理論において、その特質を説明することが可能である。
フェルソンは、犯罪行動には「潜在的な犯罪者」（a likely oﬀender）、「適当な犯罪標的」
（a suitable target）
、
「有能な監視者の不在」（an absence of a capable guardian）という３
点を必然的に伴うとしている（Felson, 2002=守山訳，2005：42）。
まず、
「潜在的な犯罪者」
（a likely oﬀender）は犯罪者になる可能性ある人物のことであ
る。これはいわゆる「不審者」とは似て非なるものである。「不審者」はその人物を目撃し
た人が「不審だ」と思う人物であり、犯罪を企図している者であるという保障はない。逆に、
「不審者」と思われないような人物が犯罪を実行することも極めて多く、潜在的な犯罪者は
事前に判断することが困難である。つまり、「不審者」を取締の対象とすることは必ずしも
犯罪の抑止に直結するものではないのだ。むしろ、犯罪を企図していない者を「不審者」と
決めつけ、尋問や監視の対象とすることは、人権の侵害につながる危険性がある。そもそも、
「潜在的な犯罪者」は犯罪を企図する者のみを意味するわけではなく、犯罪者になる可能性
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のある者を意味する。それ故、基本的にすべての人間がこれに該当する。犯罪者になる可能
性が皆無である人間は存在せず、すべての人間は何らかの犯罪者になる可能性をもって生活
を営んでいる。換言すれば、犯罪者になり得る人間が日常的に存在しているということであ
る。
「犯罪者」および「不審者」に対する注目を防犯の趣旨とするのであれば、施工現場周辺
のすべての人物が防犯活動の対象となってしまう。当該活動は「犯罪者」および「不審者」
の注目による防犯を趣旨としていない。それ故、通常業務に支障が出るような大々的な活動
は実施せず、誤認等による人権侵害事案を発生させる可能性も低いとみなしてよい。通常業
務に付帯する活動としては妥当な趣旨であるといえる。
次に、
「適当な犯罪標的」
（a suitable target）は、犯罪の標的になりやすい無防備な状態
にあるものを意味する。これは、人と物の両方を含む。例えば、自転車盗の場合は「自転
車」という物が標的とされるが、幼児誘拐の場合は「幼児」という人が標的とされる。適当
な犯罪標的とされないために、無防備な状態を脱することが防犯として肝要となるのだ。し
かし、これも通常業務実施中に何らかのアクションを起こすことは困難である。たとえ施工
現場付近に無施錠の自転車があっても、警備員が独断で施錠を行うことは不可能であろう
し、一人で歩行する幼児童がいたとしても同行することは不可能である。それ故、「適当な
犯罪標的」に対して何らかの改善を施すことは困難であり、それが趣旨でないことも妥当で
ある。
最後に、
「有能な監視者の不在」（an absence of a capable guardian）である。犯罪を企図
する者が存在し、適当な犯罪標的が存在するとしても、有能な監視者が存在すれば犯罪の実
行を回避させることが可能となる。フェルソンが想定する監視者とは、警察官や警備員とい
う専門職務者というよりは、住民や通行人といった一般人である。日常活動における理論で
あるが故に、監視の主体も日常活動に従事する人が中心となるのだ。フェルソンは警備員等
を「場所管理者」
（place managers）と称している。場所管理者とは特定の環境に責任を有
する人たちのことであり、警備員の他にビル管理人や商店経営者等が挙げられている。また、
職務従事者だけでなく、住宅所有者や長期賃貸者といった住民も場所管理者に含まれてい
る。しかしながら、場所管理者は、特定の場所を管理することを目的とするため、常にすべ
ての場所や人々を監視できるわけではない。場所管理者に安全確保を依存するようでは、安
全は充分に確保されないのである。それ故、日常活動理論では、「自然監視」（natural
surveillability）が重要となる。場所管理者以外の人々による日常活動がもたらす自然な監
視こそ、日常活動理論が重要視する監視性なのである。
フェルソンは、
「
「監視者」を、犯罪が発生するときにその場所にほとんどいる可能性のな
い警察官とか、警備員と誤解すべきではない」（Felson, 2002=守山訳，2005：42-43）と述べ
ている。しかし、ここで言及されている警備員は、「場所管理者」に位置づけられているこ
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とから常駐型施設警備業務を中心とする第１号警備業務の従事者であると考えられる。当該
活動の警備員は、フェルソンが念頭に置いている警備員とは異なる。当該活動の警備員は、
同じく「警備員」といわれる職務者であるが、むしろ「住民や通行人といった一般人」に近
似する存在である。当該活動の警備員は、移動性の高い電設施工現場の第２号警備業務従事
警備員であり、警備実施場所が公道であることが極めて多い。公道において、移動性の高い
施工現場で交通誘導警備業務を実施する警備員は、「場所管理者」たり得ない。それ故、フ
ェルソンが重要視している「自然監視」を行う主体となり、監視性の向上に大きく貢献して
いるといえよう。
６-３．コミュニティの不動性とコモンズの浮動性
警備業は、警備契約に基づき他人の需要に応じて実施される営利活動が基本であり、特定
のコミュニティの成員が自発的かつ非営利的に実施する活動とは区別される。近年は警備業
者が地域の防犯パトロールに参与するケースが相次いでいるが、これには自治体等と警備契
約を締結し、営利活動として実施するものがある。一方、管轄警察署の管内もしくは各警備
業協会の活動圏内において、所在する警備業者が通常業務とは別個に自発的に防犯パトロー
ルを無償で実施する例もある。留意すべき点は、いずれも防犯を主目的とする活動であり、
通常業務実施中に副次的に防犯ボランティア活動を並行実施しているのではないということ
である。つまり、いずれの場合であれ、警備業者および警備員はコモンズに該当しており、
警備対象である地域社会の構成員ではない。
この点についてはA社も同様である。また、当該活動が通常業務に伴って実施されること
から、特定のコミュニティに包摂されるものではないと考えられる。つまり、コミュニティ
との関係が希薄な防犯活動であるといえる。
この点は、地域社会の成員（=住民）が主体となって実施する防犯ボランティア活動との
類似性と差異性を表すといえる。鴨志田康弘が日立市において実施した調査によれば、防犯
ボランティア団体が結成されているのは、昔からある地域よりも高度成長期に建設された比
較的新しい住宅地（郊外）に多いという（鴨志田，2006：176）。その上で鴨志田は、「郊外
という生活領域が住民にとっては、心から安心できる「故郷」となりえていないということ
を示すもの」であるとし、
「防犯ボランティア活動というものは、それ自体郊外に暮らす人
たちにとっては「故郷」=安心を作り出すといった側面がある」と述べている（鴨志田，
2006：177）
。
まず、上記のような防犯ボランティア活動と当該活動の類似性については、いずれも実施
の主体が特定の地域社会に包摂されていないということである。換言すれば、地域社会にお
ける「異人」こそが、
「防犯ボランティア」という活動の主体になりやすいのだ。当該活動
においても、主体となる警備員は職務によって一時的に特定の地域社会に立ち入る「異人」

― 30 ―

警備業者による防犯ボランティア活動の一考察

であり、その地域社会に包摂されることなく他の地域社会へ移動する。つまり、地域社会へ
の非包摂性こそが、両者の類似性であるといえる。
しかしながら、両者の間には決定的な差異性がある。地域社会の成員は防犯ボランティア
活動を通じて「住民」として包摂され、その地域社会を「安心できる故郷」に変えていく。
一方、当該活動の警備員は「警備員」として当該活動に参加する以上は特定の地域社会に包
摂されることはなく、その地域社会を「安心できる故郷」に変えていくことはない。警備員
は施工現場の移動に伴い、不特定の地域社会を浮動する存在なのである。つまり、地域社会
の成員は防犯ボランティア活動を通じて地域社会における不動性を付与されるのに対し、当
該活動の警備員は地域社会に対する浮動性を付与されることになるのである。
以上のように、
「防犯ボランティア活動」には、地域社会において不動性を付与される活
動と、浮動性を付与される活動とに二分される。地域社会に対する不動性と浮動性の差異こ
そ、インフォーマル・コントロールとセミフォーマル・コントロールの差異に相当すると考
えられる。地域社会の非成員によって組織されるNPOもまた、特定の地域社会における不
動性を付与されることが困難なセミフォーマル・コントロールである。警備業とNPOは、
ともにコモンズとしてセミフォーマル・コントロールに位置づけられながらも、営利活動で
あるか非営利活動であるかの差異があった（小宮，2001、田中，2007a、田中，2008a）
。し
かし、ともに地域社会に対する浮動性を有するという点において、両者は並列の関係にある
といえる。セミフォーマルな犯罪統制の主体であるコモンズは、浮動性を有することにより、
インフォーマルな犯罪統制の主体であるコミュニティの不動性と区別されるのである。
６-４．子供の現状とその「安全」
A社が当該活動を開始するに当たり、「子供の安全」が脅かされているとする社会的背景
が主眼に置かれていた。しかし、マス・コミによって報じられた子供の連れ去りや殺害の事
件は、必ずしも都市部に限定されるものではない。交通量の少ない山道など、いわゆる「辺
鄙な」場所が事件発生現場となった事例もあり、「都市部だから」こそ発生する事件ではな
いことは明白である。都市部を離れれば、夜間街灯が少ない、人目が少ない、通学等にかか
る時間と距離が長いなど、子供の安全が脅かされる要因は多分に存在している。
高橋が述べたような「一人ぼっち」の子供像は、主に都市部やその郊外における子供の現
状を連想させるものであるが、都市部やその郊外以外の子供も「一人ぼっち」になり得る可
能性があることは否定できない。それ故、犯罪統制の新たな方策として一般化する上では、
都市部や郊外に限定された活動にとどまるべきではない。しかし、A社は首都圏での活動が
その大半を占めており、管轄警察署への届出も「東京都内での防犯ボランティア組織」であ
った。A社の通常業務が首都圏に限定されていることからも、当該活動の影響力が都市部に
限定されることは明白である。
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当該活動を犯罪統制の新たな方策として一般化するのであれば、都市部以外でも同様の取
り組みを展開することが必要となる。現状では、A社および協賛業者による一事例の域を出
るものではないのだ。もちろん、通常業務の実施に付帯する活動であることから、当該活動
の普及を目的としてA社および協賛業者が首都圏以外に進出する可能性は極めて低い。それ
故、当該活動を犯罪統制の新たな方策として一般化するには、他の警備業者が同様の取り組
みを開始し、普及させることが条件になるといえよう。
７．結論
警備業は営利活動であるが、無償奉仕の防犯ボランティア活動を展開する例が少なからず
みられる。その中で、防犯を専門としない警備業者A社が、防犯関連以外の通常業務実施中
に、付帯業務的に防犯ボランティア活動を展開している例が確認された。当該活動の背景に
「子供の安全」が脅かされているという犯罪不安があり、これに対して「警備業者および警
備員」として社会安全に貢献することが活動の動機となっていた。このことから、警備業の
メチエとして「防犯」があり、マス・コミ報道による犯罪不安は警備業に非営利の防犯活動
を促す契機となることがわかった。しかし、活動の主体となる人員の流動性が高く、社会的
移動に多様性があることから、活動の周知徹底が困難となっている現状がある。活動の継続
的かつ安定的な実施には、警備員の雇用条件改善が必須の条件である。
また、当該活動は環境犯罪学における警備員の位置づけと異なる側面があることがわかっ
た。特に日常活動理論において、警備員は「場所管理者」に位置づけられ、「有能な監視者」
の中心的な主体に位置づけられていなかった。しかし、「制服による抑止力」および「犯行
を目撃した際の警察通報」を趣旨とする当該活動は、「有能な監視者」としての役割に一致
する。通常業務の移動性が高く、公道において実施されることも多いために、当該活動から
「場所管理者」とは異なる警備員の役割が生じたのである。
犯罪統制における警備業は、先行研究においてセミフォーマル・コントロールとして位置
づけられている。これは、コミュニティの成員が防犯ボランティア活動を通じて住民として
の不動性を付与され、インフォーマル・コントロールの主体として包摂されることと対称的
である。当該活動の警備員はコモンズであり、コミュニティに対して浮動性を付与されてい
る。
「有能な監視者」としての警備員は、NPOによる犯罪統制と共通性が高く、当該活動は
同位置づけを強化するものであるといえよう。
しかしながら、当該活動はA社および協賛業者の活動圏に限定される。当該活動の動機と
なったような「子供の安全」に関する事件および事例は、都市部および郊外に限られたもの
ではない。いうまでもなく、成人同士の犯罪も同様である。しかし、A社の活動圏は首都圏
に限定されていることから、現状ではA社および協賛業者による首都圏での活動にとどまっ
ている。警備業全体が同様の活動をもって「子供の安全」に対する社会的貢献を目指すとと
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もに、犯罪統制の新たな方策として一般化するには、他の警備業者が同様の活動を開始し、
普及させる必要があるといえよう。
８．今後の課題
本稿は「警備業者による防犯ボランティア活動」に焦点を当て、営利活動としての側面の
みに着目されやすい警備業研究に一石を投じるものである。しかし、本稿で扱った事例は通
常業務実施中にボランティア活動を遂行するものであり、通常業務と区別して実施されるボ
ランティア活動とは異なる。それ故、警備業による非営利的防犯活動を一般化するのであれ
ば、他の事例についても検討すべきであると考えられる。
注
キーワードを「連れ去り 児」とし、『朝日新聞』の記事において面識のない小児が連れ去られた

１）

事例のみ計上した。
ちなみに、2001年は85件であったが、多くは鳥取県米子市と埼玉県東松山市の乳児連れ去り事件

２）

に関する記事が多く、連れ去り事件の認知件数自体は少ない。
例えば、浜井浩一は「人々の治安が悪化しているという認識は、「犯罪が増加している」「凶悪化

３）

している」
「警察だけでは対応できない」といったメッセージを流し続けるマスコミの報道によ
って、大きな影響を受けていると考えられる」（浜井，2006：53）と述べている。
出典：株式会社オートレントHP http://www.autorent.co.jp/2008年７月25日閲覧。

４）

一般警備員は、新任教育の場合は基本教育15時間、業務別教育15時間が下限である。現任教育の

５）

場合は基本教育３時間、業務別教育５時間が下限となっている。
後掲の図３から図６のように、アンケートにはパーセンテージと円グラフが記載されており、具

６）

体的人数は記載されていない。そこで、サンプル数とパーセンテージを掛け、小数点第三位以下
切捨として人数を算出している。以下すべて同じ。
ただし、A社も人員の流動性が高いことから、当該活動の周知徹底に苦慮しているとのことであ

７）

る。
当該活動の趣旨を理解させることが困難となる要因であると同時に、警備員の意識や活動実態に

８）

関する定量調査が困難となる要因でもある。
図４では２について「何をすれば良いのかのが」と表記されているが、原文ママ。

９）

もっとも、サンプルが６人程度であることから数値化する必然性は極めて低いが、聞き取り調査

10）

においてA社の見解を知る上で必要な資料であったことから掲載している。
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警備業者による防犯ボランティア活動の一考察

The Study on Voluntary Activities for Crime
Prevention by Employees：Subsidiary Activities to
Daily Job-Reloted Duties
TANAKA, Tomohito
summary
The aim of this article is to make clear the volunteer activity of crime prevention by
Security Guard Business enforcements normal business activity at once. In this company,
crime prevention is not a specialty. In this activity, contributing to social compared with
the crime concerning Safety of the child is a motive. The outline and the content are
the one that the Security-Guards becomes a subject who is put the normal business
activity into eﬀect, and

Deterrent with the uniform to crime

and

Police report

are

done.
In this activity,

Crime prevention is a metier of the Security-Guard Business, and the

Security-Guard are existence as

Able surveillant

to which the ﬂoatage is given. This

has the possibility of becoming the strategy of new Crime Control. However, there are
two problems. First of all, because the number of men changes frequently places, it is
diﬃcult to know the activity. Another, the activity is limited within the range of the action
of normal business activity.
key words: Security-Guard Business, volunteer activity of crime prevention, crime control,
surveillant

― 35 ―

