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《論　説》

新型コロナウイルス感染症と犯罪機会論
――リスクとクライシスをめぐるフレーム分析――

小　宮　信　夫
（立正大学教授）

要　　　旨

　新型コロナウイルス感染症の報道から見えてくる社会の言説は、犯罪報

道でも浮かび上がってくる。そこで、感染症報道から抽出した対策フレー

ムを援用して、犯罪対策のフレームの明確化を試みた。すると、日本では、

⑴リスクとクライシスの概念的未分化が顕著なため、感染症対策や犯罪対

策がクライシス・マネジメントに大きく偏っていること、⑵人に注目する

アプローチが主流なので、感染症対策や犯罪対策の実施面で、差別や偏見、

あるいは相互不信や対立を招きやすいこと、⑶言葉の定義がないがしろに

される傾向にあるため、感染症対策や犯罪対策において、整理された議論

がしにくく、誤解が生じやすいこと、⑷「個人で守る」という発想が強く、

「場所で守る」という発想が乏しいため、感染症対策や犯罪対策において、

ゾーン・ディフェンスの典型であるゾーニングの取り組みが遅れているこ

と、などが明らかになった。

キーワード：犯罪機会論、リスク・マネジメント、ゾーニング
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は じ め に

　2020年（令和 2 年）は、オリンピック・パラリンピックが半世紀ぶりに

日本で開催される華やかな年になるはずだった。しかし、新型コロナウイ

ルス感染症のパンデミックによって、一気に暗く先が見えない年になって

しまった。私事にわたるが、プライベートな話をしたことがあり、同い年

でもある女優の岡江久美子氏のコロナ感染死は、大きなショックだった。

岡江氏の悲劇は、本当に避けられなかったのか。

　そんな思いから、新型コロナウイルス感染症の報道を注視していると、

奇妙な感覚に襲われた。どこか犯罪報道のようだ。といっても、報道の内

容や方法のことではなく、報道から見えてくる社会の言説それ自体に、コ

ロナと犯罪の共通性を見たような気がしたのだ。

　そこで本稿では、新型コロナウイルス感染症の報道から抽出した対策フ

レームを援用して、犯罪対策のフレームを明らかにしたい。もちろん、筆

者は感染症の専門家ではないので、ここで明らかにしたいのは、あくまで

も、危機管理としての犯罪対策であり、感染症についての記述に不適切な

点があるかもしれないことはご海容いただきたい。なお、副題にも「フレ

ーム」という用語を使っているが、本稿では、フレームを「バラバラな情

報を意味的に一つのまとまりのあるものとしてグループ化するための認知

装置」と考えて、論考を進めていく。

　犯罪対策の記述については、「エビデンスが不十分」というお叱りを受

けるかもしれない。確かに、「エビデンスに基づく犯罪対策」への関心は

高まっており、その重要性を否定するつもりはない。しかし、「エビデン

スがないなら議論は無意味」と考えるのは行き過ぎではないだろうか。例

えば、「効果を数字で示せ」と言われるが、量的な調査が質的な調査（フ

ィールドワークやアクション・リサーチなど）に勝るとは限らない。むし

ろ深いところまで迫ろうとするなら、質的調査の方がふさわしいとさえ言

える。さらに、政治学や経済学では、ポリシー・アントレプレナーシップ
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（政策起業家精神）も重視されるようになってきた。政策立案に結びつく

研究が求められているということだ。それには、「エビデンスがなければ

始めてはならない」という縛りではなく、むしろ理論（演繹）と実践（帰

納）の往復運動こそが必要になってくるに違いない。

1　リスク・マネジメントとクライシス・マネジメント

　まずは、新型コロナウイルス感染症のアウトブレイクと対策を時系列で

追ってみよう。新型コロナウイルスへの感染が日本で初めて確認されたの

が2020年 1 月15日であり、同ウイルスの発生地である中国武漢市が封鎖さ

れたのが 1 月23日だった。しかし、日本が対策本部を設置したのは 1 月30

日である。一方、台湾では、同ウイルスへの感染が初めて確認されたのは

1 月21日だが、対策本部を設置したのは 1 月20日だった。つまり、日本は

自国内感染と武漢封鎖の後に動き始めたのに対し、台湾は自国内感染と武

漢封鎖の前にすでに動き始めていたのである。これが、リスク・マネジメ

ント（台湾）とクライシス・マネジメント（日本）の違いだ 1 ）。

　「危機管理」と呼ばれるものには、危機が起こる前（平時）の「リス

ク・マネジメント」と、危機が起こった後（有事）の「クライシス・マネ

ジメント」の 2 種類がある。両者は安全確保における車の両輪だが、その

決定的な違いは、リスク・マネジメントは被害をゼロにできるが、クライ

シス・マネジメントは被害をゼロには戻せない、ということだ。中国最古

の医学書にも、「名医は既病を治すのではなく未病を治す」と書かれてあ

るという。今どきの言葉を使えば、「予防に勝る治療なし」だ。

　リスク・マネジメントの基本は、「最善を望み、最悪に備えよ」である。

分かりやすく言えば、「悲観的に準備し、楽観的に行動せよ」だ。映画の

黒澤明監督は、「悪魔のように細心に、天使のように大胆に」と語ってい

るが 2 ）、同じようなスタンスを表す言い回しである。ところが、どうも日

本の政治家は、「楽観的に準備し、悲観的に行動する」ことが多いようだ。

もちろん、政治家は感染症の専門家ではないが、リスク・マネジメントの
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思考に慣れる必要はある。単純化して言えば、専門家が10人いたら、最も

悲観的な人の次に悲観的な人の意見をベースにして予測するのが、リス

ク・マネジメントの思考だ。しかし、信じたい情報ばかり探してしまう

「確証バイアス」や、「たいしたことはない」と思い込む「正常性バイア

ス」が作用するのが普通なので、よほど気をつけないと、楽観的な専門家

の意見をベースにしてしまうのだ。

　リスクとクライシスの概念的未分化は、クライシス・マネジメントの局

面でも適切な行動を妨げる。例えば、2020年 2 月27日、安倍晋三首相（当

時）が、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全国一斉の臨時休校

を要請したが、これに対し、「事前の相談もなく」3 ）、「独断専行」4 ）とい

った批判が相次いだ。しかし、こうした批判は、リスク・マネジメントと

クライシス・マネジメントの違いを踏まえていない。リスク・マネジメン

トではボトムアップだが、クライシス・マネジメントではトップダウンが

定石だからだ。「孫子の兵法」でも、「拙速（短期決戦）の成功例は聞くが、

巧遅（長期戦）の成功例を見たことはない」と書かれてある。

　このように、日本では、リスクとクライシスの概念的未分化が顕著であ

り、その結果、犯罪対策がクライシス・マネジメントに大きく偏っていて

も、違和感を覚えなくなっている。例えば、子どもの安全のために親や教

師の頭にまず浮かぶのは、防犯ブザーや「大声で助けを呼べ」「走って逃

げろ」といった護身術だが、これらはクライシス・マネジメントの手法で

ある。なぜなら、すべて襲われた後に使うものであり、犯罪はすでに始ま

っているからだ。つまり、正確には防犯（予防）とは呼べない手法なので

ある。同じ思考枠組みを交通安全対策に当てはめるなら、「車にぶつかっ

たときは柔道の受け身をとれ」ということになってしまう。

　襲われたらどうするかというクライシス・マネジメントには大きな限界

がある。突然襲われたときに子どもが防犯ブザーを鳴らせるか、はなはだ

疑問である。ニューヨーク大学のジョゼフ・ルドゥーによると、恐怖は思

考よりも早く条件反射的に起こるという 5 ）。とすれば、防犯ブザーの効果

を知っていても、それを鳴らそうと思う前に、恐怖で体が硬直してしまう
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可能性が高い。文字通り、思わずすくんでしまうということだ。千葉県松

戸市の路上で下校途中の女児が刃物で切りつけられた事件（2011年）でも、

前から歩いてきた男が刃物を持っていたので逃げようとしたが、転んだの

で刺されてしまった 6 ）。体が固まって足がもつれたのであろう。やはり、

恐怖を感じる場面では、走って逃げることも、防犯ブザーを鳴らすことも

できないと思った方がいい。

　さらに、クライシス・マネジメントは、子どもの誘拐事件の実態にもそ

ぐわない。というのは、警察庁の『子どもを対象とする略取誘拐事案の発

生状況の概要』（2003年）が、「甘言・詐言を用いて」犯行に及んだ被疑者

は全体の55％と報告しているからだ。この調査の対象には中学生と高校生

も含まれているので、被害者が小学生の事件については、だまされて自分

からついていったケースの割合が相当に高いと推測される。実際に、約50

回、「ハムスターを見せてあげる」「カブトムシがいるよ」などと声をかけ

て、女児を団地の階段に誘い込んでは、「虫歯を見てあげる」と言って口

を開けさせ、舌をなめていた事件があった 7 ）。こうした事件は、防犯ブザ

ーや護身術では防げないと言わざるを得ない。

2　犯罪学のパラダイム変遷

　このように、絶体絶命の場面で登場するクライシス・マネジメントには

大きな限界があるので、まずは、そうした局面に追い込まれないためには

どうすればいいかというリスク・マネジメントに傾注するのが得策である。

リスク・マネジメントの基礎になるのは「予測（評価）」である。危険

（リスク）を予測できれば、注意深くなったり、行動パターンを変えたり、

環境を改善したりして、危機（クライシス）を回避できる可能性が高まる

からだ。問題は、どのようにして予測するのか、である。

　犯罪の予測には、 2 つのアプローチがある。犯罪原因論と犯罪機会論だ。

この 2 つの立場の違いを的確に理解するためには、犯罪学の歴史をたどる

必要がある。そもそも、犯罪学が対象とする「犯罪」とは、刑法（犯罪の
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定義）、加害者（犯罪の主体）、被害者（犯罪の客体）、そして犯行空間

（犯罪の舞台）という 4 つの要素から成り立つものである。実は、犯罪学

の歴史は、これら 4 つの要素をめぐる焦点の移動なのである 8 ）。

　 4 つの研究対象のうち、刑法を重視する立場は「古典学派」（Classical 

School）と呼ばれている。それは、この立場が自由意志を前提とし、古代

ギリシャ・ローマ時代の人間観と共通しているからだ。つまり、犯罪を防

止するには、刑罰による不利益を、犯罪からの利益よりも大きくすればい

いというのが、この立場の発想である。18世紀後半に登場した古典学派は、

チェザーレ・ベッカリーア、ジェレミー・ベンサム、アンゼルム・フォイ

エルバッハらの主導の下、合理主義的な刑法の制定を実現させた。しかし、

19世紀後半に、チャールズ・ダーウィンの進化論が知的環境の主役を人文

科学から自然科学に交代させると、犯罪学においても行動科学的アプロー

チが台頭した。古典学派の人間観は放棄され、「人は自由な判断に基づい

て犯罪を選択しないこともできる」という前提は否定された。「自由な判

断」ができない「加害者観」の登場である。

　このような加害者を重視する立場は、古典学派の思考様式が理念的・演

繹的であるのに対し、経験的・帰納的であるため、「実証学派」（Positive 

School）と呼ばれ、チェザーレ・ロンブローゾ、アルフレッド・ビネー、

エミール・クレペリン、ジークムント・フロイト、エミール・デュルケム、

エドウィン・サザランド、ロバート・マートン、トラヴィス・ハーシらが、

偉大な足跡を残した。その主張の核心は、人々は生物学的差異、心理学的

差異、あるいは社会学的差異のために、犯罪者になる人とならない人に分

かれるということだ。これは決定論的な発想である。そのため、加害者を

重視する立場は、「犯罪原因論」（Crime Causation Theory）とも呼ばれ

ている。犯罪学の主役が、理性万能主義の古典学派から因果的決定論の実

証学派へと交代したのである。

　しかし、20世紀後半に、効果と副作用の両面から犯罪原因論に厳しい批

判が向けられた。効果を疑問視する論調に大きな影響を与えたのが、ニュ

ーヨーク市立大学のロバート・マーティンソンが1974年に発表した論文で
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ある 9 ）。マーティンソンはその中で、1945年から1967年までの435件の犯

罪者更生プログラムに関する研究報告を分析した結果、「少数単独の例外

はあるものの、これまでに報告されている更生の取り組みは、再犯に対し

て目に見える効果を上げていない」と主張した。このような「何をやって

も駄目」（nothing works）と考える立場は、要するに、犯罪の原因を特

定することは困難であり、仮に特定できたとしてもその原因を取り除くこ

とは一層困難である、ということをその根拠としている。

　このように、刑務所で行われるプログラムに再犯防止の効果が期待でき

ないとなると、刑罰の存在意義自体が揺らぐことになる。その結果、「犯

罪が行われないように罰する」という従来の見方（功利主義的刑罰観）か

ら、「当然の報い」（just deserts）として「犯罪が行われたから罰する」

という単純な見方（応報主義的刑罰観）へと、刑罰の位置づけが変わった。

　一方、副作用を指摘する批判は、「犯罪原因論は人権侵害につながる」

というものである。例えば、心理学的原因が取り除かれるまで収容できる

不定期刑の下では、軽犯罪しか行っていない者でも、当局の判断次第で刑

務所に長期間入れておくことができる。再犯防止の役割を刑罰に期待する

功利主義的刑罰観に立てば、当然そういうことは起こり得る。その結果、

罪刑均衡と量刑の公平性を求める応報主義的刑罰観の方に支持が集まるよ

うになった。

　こうして、犯罪者が抱える「原因」に注目する犯罪原因論は求心力を失

っていった。学問と政策の関心が加害者から離れていくにつれ、その関心

が被害者に向き始め、それに呼応して、被害者自身も復権を積極的にアピ

ールするようになり、一般の人も被害者を支援する必要性を感じ始めた。

その結果、刑法や加害者を対象とする学問が隆盛を極めていた時代には

「忘れられた存在」であった被害者を対象とする学問「被害者学」

（Victimology）が台頭した。それは、「加害者から被害者へ」という180度

の方向転換であった。

　もっとも、初期の被害者学は、被害原因として、被害者の生物学的特性

や心理学的特性を重視し、犯罪原因論と似た決定論的発想だった。そのた



新型コロナウイルス感染症と犯罪機会論　141

め、そうしたアプローチは、被害者バッシングにつながるとして非難を浴

び、被害原因をライフスタイルの中に求めるようになった。被害のプロセ

スを日常生活の中に見出そうとすれば、日常生活の送り方次第では、だれ

もが被害者になり得ることになる。言い換えれば、日常空間の使い方こそ

が被害の確率を左右するというわけだ。これはまさに、犯行空間を対象と

する学問「犯罪機会論」（Crime Opportunity Theory）の前提でもある。

　さらに、犯罪原因論が当然の前提とした、国家と加害者を主役としたシ

ステム自体に異議を唱える立場も現れた。システムの外に被害者が置かれ

ていては、被害者の心の傷を癒やすこともできなければ、被害者の苦痛の

大きさを犯人に気づかせ、犯人を改心させることもできない、というのが

その理由である。そこで、被害者と加害者が直接に話し合う場を設け、裁

判官ではなく、コミュニティが話し合いをまとめるシステムが提案される

ようになった。それは、被害者、加害者、そしてコミュニティという三者

間の人間関係の修復を目的とするため、「修復的司法」（Restorative 

Justice）と呼ばれている。これもまた、人と人とのつながりを重視する

点で、犯罪機会論と共通の基盤に立つ。

　こうして、直接的には犯罪原因論の後退によって、また間接的には被害

者学の台頭によって、犯行空間を研究対象とする犯罪機会論が歩みを始め

た。それは、「事後（刑罰）から事前（予防）へ」「人から場所へ」という

パラダイムシフトであった。もっとも、犯罪原因論も影響力を完全に失っ

たわけではなく、決定論的な色彩を薄め、確率論的な「発達的犯罪予防

論」（Developmental Crime Prevention）へと変容していく。それは、

「原因としての決定因子から傾向としての危険因子へ」という視座の移動

を意味する。つまり、かつて自由意志の存在を否定した実証学派が、古典

学派の自由意志論を取り入れるようになったわけである。

3　犯罪機会論における場所・環境・状況

　19世紀末、世紀の転換期に、犯罪学の主役が古典学派から実証学派へと
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交代したように、20世紀末、再び世紀の転換期に、犯罪学の主役が犯罪原

因論から犯罪機会論へと交代した。

　「犯罪の機会」の重要性を最初に指摘したのは、アメリカの著述家・運

動家ジェイン・ジェイコブズだと言われている。もっとも、厳密に言うな

ら、犯罪機会論の真のパイオニアは、フランスのアンドレ・ゲリー10）と

ベルギーのアドルフ・ケトレー11）であろう。 2 人は、1820年代後半から

30年代前半にかけて、それぞれ別々に犯罪統計を分析し、窃盗の発生率は

貧困地域よりも富裕地域の方が高いという、それまでの常識とは異なる事

実を発見した。そしてその理由として、富裕地域における窃盗の機会の多

さを挙げたのだ。しかし、こうした生態学的アプローチを引き継いだはず

の「シカゴ学派」のクリフォード・ショウとヘンリー・マッケイは、20世

紀前半、ゲリーとケトレーが分析の対象にした犯罪
4 4

の発生率を、犯罪者
4 4 4

の

居住率に置き換えてしまった。これでは、場所に注目する犯罪機会論とい

うよりも、むしろ人に注目する犯罪原因論に近いアプローチになってしま

う。そのため、犯罪機会論という眠れる獅子が目を覚ますには、ジェイコ

ブズの登場を待たなければならなかったのである。

　ジェイコブズは、1961年に『アメリカ大都市の死と生』を著し、当時の

都市開発の常識であった「住宅の高層化」に異議を唱えた12）。彼女は、都

市の安全を守るのは「街路への視線」（eyes on the street）であり、高層

住宅という機械仕掛けの都市は犯罪を誘発する、と警鐘を鳴らした。その

予見通り、「住宅の高層化」の象徴であったセントルイスのプルーイッ

ト・アイゴー団地は犯罪の巣と化し、爆破解体されてしまった。その惨状

を目撃した建築家オスカー・ニューマンは、1972年に『防御可能な空間―

防犯都市設計』を著す13）。ジェイコブズが都市景観の中に見出した防犯の

要素は、ニューマンによって防犯建築の手法へと具体化されたわけである。

　この「防御可能な空間」（Defensible Space）の理論からスピンオフし

たのが、「防犯環境設計」（Crime Prevention Through Environmental 

Design）の理論だ。もっとも、防犯環境設計という言葉を作り出したの

は、ニューマンが前述書を著す 1 年前、つまり1971年にこの言葉をそのま
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ま書名に使ったフロリダ州立大学のレイ・ジェフリーである14）。

　アメリカで防犯環境設計が産声を上げたころ、イギリスでも犯罪機会論

が芽を吹いた。その中心にいたのが、内務省の研究官ロナルド・クラーク

である。クラークらの研究は、1976年に内務省の報告書『機会としての犯

罪』として実を結んだ15）。これが「状況的犯罪予防」（Situational Crime 

Prevention）の発端と言われている。この基礎は、アメリカのノーベル賞

経済学者ゲーリー・ベッカーらの「合理的選択理論」（Rational Choice 

Theory）である。「犯行による利益と損失を計算し、その結果に基づいて

合理的に選んだ選択肢が犯罪」という視点から、クラークらは、犯行のコ

ストやリスクを高めたり、犯行のメリットを少なくしたりする方策の体系

化に取り組み、その成果として、1980年に内務省の報告書『デザインによ

る防犯』を出版した16）。

　その後も、次々と魅力的な犯罪機会論が現れた。例えば、1979年に発表

された、ラトガース大学のマーカス・フェルソンを主唱者とする「日常活

動理論」（Routine Activity Theory）では、犯罪は①犯罪の動機を抱えた

人、②格好の犯行対象、③有能な守り手の不在、という 3 つの要素が同時

に重なる場所で発生するので、日常生活における合法的な活動の変化が犯

罪発生率を変化させる、と説明している17）。この日常活動理論は、その後

シンシナティ大学のジョン・エックによって、図表 1 のように、対策に応

用しやすい「犯罪トライアングル（Crime Triangles）」へと進化した18）。

それによると、内側の三角形は犯罪を発生させる要素を示し、①犯罪者

（offender）、②被害者（target/victim）、③場所（place）という三辺から

成る。一方、外側の三角形は犯罪を抑制する要素を示し、①犯罪者の監督

者（handler、親や教師など）、②被害者の監視者（guardian、同僚や警察

官など）、③場所の管理者（manager、店主や地主など）という三辺で構

成される。
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図表1　犯罪トライアングル
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犯罪

　この理論が主張するように、人々の合法的な活動が犯罪の発生と密接に

関係しているとすれば、潜在的な犯罪者の合法的な活動それ自体も、犯罪

の発生に影響を及ぼしていることになる。そこに注目したのが、サイモン

フレーザー大学のパトリシアとポールのブランティンガム夫妻である。ブ

ランティンガム夫妻は、1981年に「犯罪パターン理論」（Crime Pattern 

Theory）を提唱し、①自宅、職場（または学校）、商店街・歓楽街という

3 つの日常活動の起終点（ノード）、②これら 3 つの活動拠点を結ぶ 3 つ

の経路（パス）、③活動拠点や経路が互いに隣接する境界（エッジ）が、

潜在的犯罪者にとっての「狩り場」になると主張した19）。

　日常活動理論や犯罪パターン理論と並んで、犯罪機会論の進化に大きく

貢献したのが、ラトガース大学のジョージ・ケリングが1982年に発表した

「割れ窓理論」（Broken Windows Theory）である20）。そこでの「割れた

窓ガラス」とは、管理が行き届いてなく、秩序感が薄い場所の象徴である。

秩序の乱れという「小さな悪」が放置されていると、一方では人々が罪悪

感を抱きにくくなり、他方では不安の増大から街頭での人々の活動が衰え、

「小さな悪」がはびこるようになる。そうなると、犯罪が成功しそうな雰

囲気が醸し出され、凶悪犯罪という「大きな悪」が生まれてしまうという
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わけだ。ケリングは、かつて自身が訪問した日本の交番が、割れ窓理論の

アイデアに結びついたと述べている。確かに交番の役割は、犯人の逮捕

（犯罪原因論）というよりもむしろ地域の支援（犯罪機会論）である。

　新型コロナウイルス感染症をめぐる社会事象も、犯罪原因論と犯罪機会

論の認知的枠組みからとらえることができる。例えば、医療従事者への差

別や偏見ならびに自粛警察は犯罪原因論的な発現であり、 3 密（密閉、密

集、密接）の回避やリモートワークは犯罪機会論的な発想である。

4　言説分析とリスク評価

　犯罪機会論の著名な理論を解説してきたが、それがリスク・マネジメン

トに必要な「予測（評価）」にどうかかわってくるかを説明したい。前述

したように、犯罪の予測には、犯罪原因論と犯罪機会論という 2 つのアプ

ローチがあるが、日本では犯罪原因論の影響が絶大であり、犯罪機会論は

低調なため、予測のヒントも必然的に人間に求めることになる。その結果、

生まれた言葉が「不審者」だ。日本では、防犯について話し合うため数人

集まれば、必ずといっていいほど「不審者」という言葉が登場する。しか

し、諸外国では「不審者」という言葉は使われていない。日本のように、

防犯の分野に「人」に注目する犯罪原因論を持ち込んでいないからだ。

　犯罪者という「人」に注目する犯罪原因論なら、どうすれば「この人」

を改善させられるのか、という立ち直り支援の分野での活躍が期待できる。

しかし、防犯の分野では、犯罪はまだ発生していないので、「犯罪者」は

存在しない。つまり、犯罪原因論の対象がいないのだ。そこで予防の分野

は、犯罪機会論が担当することになる。「場所」に注目する犯罪機会論な

ら、どうすれば「この場所」を改善できるのか、という防犯の分野での活

躍が期待できるからだ。そのため、諸外国では、犯罪原因論が犯罪者の改

善更生の分野を担当し、犯罪機会論が防犯の分野を担当している。

　しかし日本では、「犯罪者」という言葉が使えない防犯の分野に犯罪原

因論を持ち込んでしまったから、「人」を指し示す何らかの言葉が必要に
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なった。そこに登場したのが「不審者」という言葉だった。この言葉は、

文部科学省が2002年に作成した『学校への不審者侵入時の危機管理マニュ

アル』に、タイトルの一部として採用したことから一般的に使われるよう

になった21）。ただし、このマニュアルは、前年に起きた大阪教育大学附属

池田小事件を受けて作成されたものなので、そこでいう不審者とは、「侵

入者」を意味していた。しかしその後、この言葉は独り歩きを始め、学校

現場では、「犯罪者」を意味する言葉として使われるようになった。その

結果、子どもたちは、道徳教育で「人は見かけで判断するな」と教えられ

ているのに、防犯教育では「人は見かけで判断しろ」と戒められるという

奇妙なことが起こっている。

　このように日本では、「犯罪者」が姿を変えた「不審者」が生まれた。

そして「不審者」は、厳密に定義されることなく、様々な意味で使われる

ようになった。しかし、「言葉が現実を作り出す」という社会構築主義的

な言語観から見ても、こうした状況が適切な政策立案に結びつくとは到底

思えない。

　同様の問題は、新型コロナウイルス感染症の対策においても起こった。

例えば、2020年 3 月23日、東京都の小池百合子知事が記者会見で、「都市

の封鎖、いわゆるロックダウンなど、強力な措置をとらざるを得ない状況

が出てくる可能性がある」と述べたことがきっかけとなって、「ロックダ

ウン（都市封鎖）」という言葉が飛び交うようになった。しかし中には、

「ロックアウト（都市封鎖）」と伝える新聞もあり22）、聞き慣れないカタカ

ナ語が、様々な憶測を生みながら独り歩きを始めた。オープンソースの情

報を使って、言葉の本来の意味を探っていくと、「ロックダウン」は内か

ら外への移動禁止であり、「ロックアウト」は外から内への移動禁止であ

ることが分かる。この定義に従えば、ロックダウンもロックアウトも、都

市封鎖とは直接的な結びつきはなく、その意味するところは、ロックダウ

ンが「非感染者は家から出さない（外出禁止）」ことであり、ロックアウ

トが「感染者は家に帰さない（施設隔離）」ことである。こうした整理を

せず、言葉に無頓着だと、同種の対策についての記事であるにもかかわら
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ず、ロシアに関しては「強制力を伴う自宅待機」、アイスランドに関して

は「自宅隔離」、日本に関しては「自宅待機」といった具合に、どこがど

う違うのか、さっぱり分からない内容になってしまう23）。これでは、適切

な対策選定は期待できない。

　言葉の持つ重さを論じてきたが、では、「犯罪者」と「不審者」を正し

く区別すればいいかというと、それでも問題は残る。「不審者」を「犯罪

を企てている人間」と定義してみよう。もちろん、犯罪を企てている人間

とそうでない人間を識別することができれば、「不審者」が「犯罪者」に

なる前に発見できる。つまり、犯罪を予測できるわけだ。しかし、そう定

義しても、実際にはこの言葉は役に立たないだろう。なぜなら、だれが犯

罪を企てているかは、見ただけでは分からないからだ。むしろ、犯罪を企

てている人間は、いかにも怪しい服装をすることはなく、できるだけ目立

たないように振る舞うに違いない。犯罪を企てている人間は、必死で相手

をだまそうとするからだ。要するに、不審者という言葉から犯罪を予測す

ることは、実際には不可能と言わざるを得ない。

　ところが、子どもたちは、見ただけで不審者が分かると思い込んでいる。

その根拠を聞くと、「サングラスをかけているから」とか「マスクをして

いるから」と答える24）。しかし、こうした不審者のイメージは誤っている。

サングラスやマスクを着けていたのは不審者情報全体の 1 ％にも満たない

という報告もある25）。また、外見上の識別が困難な不審者を無理やり発見

しようとすると、平均的な日本人と外見上の特徴が異なる人の中に不審者

を求めがちになる。具体的には、外国人、ホームレス、知的障害者を不審

者と見なしてしまう26）。さらに、地域社会の中で不審者を探そうとすると、

相互不信と無用の対立を招くおそれもある。例えば、子どもたちが周囲の

大人を不審者ではないかと疑うようになればなるほど、そのイメージは、

サングラスやマスクを着けている人から、普通の外見の大人に広がってい

く。その結果、不審者は「知らない人」を意味するようになる。逆に、千

葉県松戸市のベトナム国籍の女児が登校途中に連れ去られ、殺害された事

件（2017年）では、ほぼ毎日通学路の見守りに立っていた小学校の保護者
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会会長という「知っている人」が犯人だった27）。

　要するに、だれが犯罪を企てているかは見ただけでは分からない。言い

換えれば、人に注目している限り犯罪は予測できない。犯罪原因論は人間

に予測のヒントを求めるが、犯罪へと向かわせる人間の特徴、つまり、犯

罪原因とされている性格や生い立ちは外見からは識別できないのだ。対照

的に、場所の特徴は見ただけで分かる。したがって、予測のヒントを場所

から得ようとする犯罪機会論は有効である。

　前述したように、子どもの連れ去り事件のほとんどは、だまされて自分

からついていったケースである。いわゆる宮崎勤事件（1988年～89年）も、

神戸児童連続殺傷事件（1997年）も、奈良女児誘拐殺害事件（2004年）も、

すべてだまして連れ去ったケースだ。この種の事件を防ぐには、子ども自

身が、だまされそうになっていることに気づくしかない。しかし、人はウ

ソをつくから、人を見ていてはだまされてしまう。犯罪を予測するために

は、絶対にだまさないものにすがるしかない。それが「景色」である。

「人」はウソをつくが、「景色」はウソをつかない。景色を解読できれば、

危険を予測し、危機を回避できるのだ。

　『犯罪に強い社会の実現のための行動計画』28）が採用した「地域安全マ

ップ」は、この「景色解読力」の向上を目指すものである。ここで重要な

ことは、地域安全マップに書かれる「犯罪が起こりやすい場所」は、○丁

目○番地ではなく、犯罪者の好きな景色だ、ということである。犯罪者は

地図を見ながら犯行場所を探しているわけではなく、景色を見ながら犯行

を始めるかどうかを決めている。言い換えれば、日常的な生活空間は、 2

次元の地図ではなく 3 次元の景色によって構成されているのである。その

ため、地域安全マップには、景色の再現である写真を必ず使う。このこと

を忘れると、「虫の目」（住民目線）で作る地域安全マップが、「鳥の目」

（行政目線）で作る犯罪発生マップと混同されてしまいかねない29）。
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5　感染症対策と犯罪対策としてのゾーニング

　子どもの犯罪被害防止対策においては、子ども自身の景色解読力を高め

るだけでなく、景色そのものを犯罪がやりにくいように演出することも重

要である。そのための中心的手法が、前述した「防犯環境設計」である。

ただし、この専門用語についても、日本の定義は間違っている。日本では、

防犯環境設計の 4 手法として、「対象物の強化」「接近の制御」「自然監視

性の確保」「領域性の確保」を挙げることが多いが30）、海外ではそうした

例はない。例えば、「対象物の強化」は、アメリカ生まれのマクロ的な防

犯環境設計のコンセプトではなく、前述したイギリス生まれのミクロ的な

状況的犯罪予防の手法である。また、「接近の制御」と「領域性の確保」

の相違も明確ではない。「接近の制御」がハード面、「領域性の確保」がソ

フト面と区別している解説も散見されるが、それでは、ソフト面が「領域

性の確保」に限定されるという別の問題が生じてしまう。例えば、「対象

物の強化」もハード面に限定されているが、ソフト面が弱ければ対象物を

ハード的に強化しても防犯効果は期待できない。自転車にカギを取り付け

ても、カギをかけ忘れれば、盗まれやすいままである。この問題は「対象

物の強化」だけでは解決できない。「自然監視性の確保」もハード面のみ

を取り扱っているため、住民が見て見ぬ振りをすること、つまり地域への

無関心といったソフト面の問題を解決できない。

　こうした不整合が生じたのは、学術的な定義が政策的な配慮によって歪

められたからである。警察庁と建設省（当時）が防犯環境設計の採用を検

討し始めた当時、ピッキング対策の強化を求める強い声を受け、それに応

える形で「対象物の強化」を押し込んだのだ。当時の委員会のメンバーが、

そう証言している31）。新型コロナウイルス対策を話し合う政府の専門家会

議が用意した提言についても、政府側から文言の修正を求められ、中には

「無症状の人も感染させている」といった文言が「パニックが起きかねな

い」という理由で削除されたケースもあったと報道された32）。科学と政治
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のせめぎ合いは致し方ないのだろうか。いずれにしても、防犯環境設計に

ついては、ピッキングの流行が下火になった現在、日本独自の定義を見直

し、グローバル・スタンダードに準拠することが望まれる。通常、海外で

防犯環境設計の 4 手法と呼ばれているのは、「領域性（ソフト面）」「監視

性（ハード面）」「アクセスコントロール（領域性のハード面）」「メンテナ

ンス（監視性のソフト面）」であることも参考になろう33）。

　筆者は上記の不整合を解消し、防犯環境設計だけでなく、これまでの研

究成果のほとんどをカバーするものとして、図表 2 の「犯罪抑止の 3 要

素」を考案した34）。それは、個別の犯罪機会論を統合するとともに、その

内容を単純化し、日常生活で手軽に活用できるようにしたものである。

図表2　犯罪抑止の3要素

犯行場面 犯罪抑止要素 物理的な要素 心理的な要素

標的 抵抗性 恒常性 管理意識

標的の周辺
領域性 区画性 縄張り意識

監視性 視認性 当事者意識

　このうち、区画性を高める手法として、重要であるにもかかわらず、日

本での取り組みが遅れているのがゾーニング（すみ分け）だ35）。このゾー

ニングは、新型コロナウイルス感染症対策においても問題になった。2020

年 2 月18日、集団感染が起きたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」

に乗船した神戸大学の岩田健太郎が、感染の危険がない「グリーンゾー

ン」と感染の危険がある「レッドゾーン」を分けるゾーニングが徹底され

ていないと、動画投稿サイト「YouTube」で批判したのだ。この告発動

画は、翌日には再生回数が100万回を超えるなど、大きな反響を呼んだ36）。

そのため、橋本岳厚生労働副大臣（当時）が、船内の廊下が「清潔ルー

ト」「不潔ルート」に分かれている様子を示した写真を短文投稿サイト

「Twitter」に載せて反論したが、 2 つのルートは交わっており、分離が不

十分であることを裏付ける証拠写真になっていた37）。そもそも、「ルート」

という言葉遣いも、「線」からの発想に基づくものであり、「面」であるゾ
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ーンとは質的に異なる。この投稿写真はすぐさま削除されたが、結局、乗

員乗客の感染者は 5 人に 1 人に上り、政府職員も 6 人が感染した38）。その

後、ソーシャル・ディスタンス（社会的距離）の意識は高まったが、やは

り「線」の発想からは抜けきれず、感染症対策として、ゾーニングを採用

するところは少ない。

　船内ゾーニングのケースは、対策の科学的意味と政治的意味の違いを象

徴的に表しているが、「危機管理」においては、科学への敬意の姿勢が求

められる。その意味で、乗客輸送や船内消毒に投入した延べ 2 ,700人の自

衛隊員の感染者がゼロだったことや、220人の患者を受け入れた自衛隊中

央病院が院内感染を起こさなかったことは、科学の重要性の傍証となり得

よう39）。

　翻って、日本の防犯環境設計を見てみると、クルーズ船のケースと同様

に、的確なゾーニングは実現していない。とりわけ、諸外国のゾーニング

と比較すると、日本の公園と公衆トイレのデザインやレイアウトが、際立

って異様に見える40）。つまり、日本の公園と公衆トイレは、諸外国のそれ

と比べて、より多くの犯罪機会を生んでいると言わざるを得ないのだ。

　的確なゾーニングとは、例えば、公園では、子ども向けエリアと大人向

けエリアを、フェンスやカラーで明確に区分けし、遊具は子ども向けエリ

アに、樹木は大人向けエリアに集中させることである。これがグローバ

ル・スタンダードだ。フェンスで仕切られた遊び場では、子ども専用のス

ペースに入るだけで、子どもも周りの大人も警戒するので、だまして連れ

出すことは難しい。さらに、遊具を背にしたベンチをフェンスの外周に置

けば、物色中の犯罪者にいち早く気づける。要人警護官の立ち位置や視線

方向を彷彿させる仕掛けだ。

　一方、公衆トイレについては、男性用と女性用を左右にかなり離したり、

建物の表側と裏側に設けたりするのがグローバル・スタンダードである。

障害者用個室も、男女それぞれのトイレの中にあるのが普通だ。ところが、

ゾーニングの発想が乏しい日本では、「だれでもトイレ」などと名づけら

れた、男女の別のない障害者用トイレが多く、犯罪の温床になりかねない。
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　ゾーニングは、「場所で守る」というゾーン・ディフェンスの典型であ

る。ところが日本では「犯人と対決する」「個人で守る」というマンツー

マン・ディフェンスが一般的だ。防犯ブザーしかり、護身術しかり、さす

またしかりである。それが、クライシス・マネジメントであることはすで

に述べた。リスク・マネジメントは、ゾーン・ディフェンスを採用して初

めて現実化する。施設入所者19人を殺害し、職員 2 人を含む26人に重軽傷

を負わせた「津久井やまゆり園事件」（2016年）を教訓にするなら41）、病

院、高齢者施設、障害者施設なども、ゾーニングで「多層防御」を実現し、

犯罪者に「あきらめ感」を持たせることが欠かせない。

お わ り に

　新型コロナウイルス感染症にしろ、犯罪にしろ、それが遺族に与える喪

失体験は計り知れない。なぜなら、いずれも不条理な死別だからだ。感染

者数が減少しようが、刑法犯認知件数が減少しようが、それで悲しみが癒

やされるわけではない。「不条理の作家」と呼ばれるアルベール・カミュ

は、小説『ペスト』の主人公の医師に「ペストと戦う唯一の方法は、誠実

さ」と語らせた。政策を考えるに当たっては、こうしたことを心に刻んで、

「防げる感染は確実に防ぐ」「防げる犯罪は確実に防ぐ」という姿勢、つま

りリスク・マネジメントにプライオリティを置くことが求められる。それ

はまた、クライシス・マネジメントとは異なり、「持続可能な感染症対策」

「持続可能な犯罪対策」につながることも期待できる。

　そこで本稿では、リスク・マネジメントの基礎になるフレームを探って

きた。フレーム探しは、インフォメーション（情報）をインテリジェンス

（知恵）へと導く地図探しでもある。それは、あるときは理論として、ま

たあるときは言葉として浮かび上がってきた。その姿は依然おぼろげだが、

本稿が森の中の小さな道標になっていることを願う。

1 ）ここでは、台湾の早期対応が感染抑止に有効だったということを前提にしている
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が、京都大学の上久保靖彦らの集団免疫説に従えば、日本では早期対応しなかった
ことが感染抑止につながったことになる。しかし本稿は、感染症対策の適否を論じ
るものではないので、これ以上は立ち入らない。上久保らの集団免疫説については
次の査読前論文（medRxiv）を参照されたい。

　　Kamikubo, Yasuhiko & Takahashi, Atsushi （2020）. “Epidemiological Tools that 
Predict Partial Herd Immunity to SARS Coronavirus 2.” DOI: https://doi.org/10.1
101/2020.03.25.20043679.

2 ）『河北新報』2020年 5 月15日朝刊。
3 ）『北海道新聞』2020年 3 月 1 日朝刊。
4 ）『東京新聞』2020年 3 月 2 日朝刊。
5 ）LeDoux, Joseph E. （1996）. The Emotional Brain: The Mysterious 

Underpinnings of Emotional Life. New York: Simon and Schuster.
　　（ジョゼフ・ルドゥー著、松本元＝小幡邦彦＝湯浅茂樹＝川村光毅＝石塚典生訳
『エモーショナル・ブレイン―情動の脳科学』東京大学出版会、2003）。
6 ）『毎日新聞』2011年12月 3 日朝刊。
7 ）『読売新聞』2006年 1 月19日朝刊。
8 ）小宮信夫『犯罪は予測できる』（新潮社、2013）130～169頁。
9 ）Martinson, Robert （1974）. “What Works? ―Questions and Answers about 

Prison Reform.” Public Interest, 35, pp. 22-54.
10）Guerry, A.-Michel （1833）. Essai Sur La Statistique Morale de la France. Paris: 

Crochard.
11）Quetelet, Adolphe （1833）. Recherches Sur Le Penchant Au Crime Aux 

Differens Ages. Brussels: Hayez.
12）Jacobs, Jane （1961）. The Death and Life of Great American Cities. New York: 

Random House.
　　（ジェイン・ジェイコブズ著、黒川紀章訳『アメリカ大都市の死と生』（鹿島出版

会、1977）。
13）Newman, Oscar （1972）. Defensible Space: Crime Prevention Through Urban 

Design. New York: Macmillan.
　　（オスカー・ニューマン著、湯川利和／湯川聡子訳『まもりやすい住空間 ―都市

設計による犯罪防止』鹿島出版会、1976）。
14）Jeffrey, Ray C. （1971）. Crime Prevention Through Environmental Design. 

Beverly Hills, CA: Sage.
15）Mayhew, P., Clarke, R. V. G., Sturman, A., & Hough, J. M. （1976）. Crime As 

Opportunity. Home Office Research Study No. 34, London: H.M.S.O.
16）Clarke, Ronald V.G. & Mayhew, Patricia, eds. （1980）. Designing Out Crime. 

Home Office and Research Planning Unit, London: H.M.S.O.
17）Cohen, Lawrence E. & Felson, Marcus （1979）. “Social Change and Crime Rate 
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Trends: A Routine Activity Approach.” American Sociological Review, 44（4）, pp. 
588-608.

18）Cullen, Francis T., Eck, John E., & Lowenkamp, Christopher T. （2002）. 
“Environmental Corrections: A New Paradigm for Effective Probation and Parole 
Supervision.” Federal Probation, 66（2）, p. 32.

19）Brantingham, Patricia L., & Brantingham, Paul J. （1981）. “Notes on the 
Geometry of Crime.” In Brantingham, Paul J., & Brantingham, Patricia L., eds., 
Environmental Criminology. Beverly Hills, CA: Sage.

20）Wilson, James Q., & Kelling, George L. （1982）. “Broken Windows: The Police 
and Neighborhood Safety.” Atlantic Monthly, 249（3）, pp. 29-38.

21）それ以前は、「不審者」という言葉は、もっぱら警察において「被疑者候補」と
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22）例えば、『日本海事新聞』2020年 5 月14日。
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聞』2020年 6 月18日電子版。
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（PHP 研究所、2007）46～48頁。
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部屋』の再生リスト「地域安全マップづくり」の一連の動画を参照されたい。
30）例えば、都市防犯研究センター『防犯環境設計ハンドブック―住宅編』JUSRI
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