
　最近、貴金属店、量販店などを荒らす悪質・巧妙な侵入窃
盗事件が多発しています。
　ところで、被害に遭った店舗を調査してみると、狙われた
側にもそれなりの問題があるようです。
　被疑者に聞き取り調査を行ってみると、6割の者が「犯行
は時間との勝負である。失敗しないためにも十分な下見をす
る。」と答え、その際の目の付けどころとして「入りやす
く、逃げやすい店か？」という点を挙げています。
　つまり、ドロボウは闇雲に狙うのではなく、侵入しやすい
店、ガードの弱い店に狙いを付けているのです。
　もし、被害店舗の開口部などが侵入工作にある程度持ちこ
たえ、また、早期に侵入を検知して警備会社へ異常を通報す
る機械警備システムを備えていたならば、彼らの狙いをかわ

すことが可能であったと思います。
　本書は、そのような観点に立ち、店舗の防犯点検のポイント、防犯性を高めるための改修
の方法と費用などについて分かりやすくまとめたものであります。
　本書が店舗の防犯性を高める指針としていささかでもお役に立てば幸いです。
　最後に、各種防犯設備の掲載にご協力いただいた下記の関係各社に感謝申し上げます。
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　ドロボウの被害を防ぐ完璧な方法を見いだすことは困難です。
しかし、様々な工夫をこらして「犯行の機会を妨げる」ことは可能です。
　ここに紹介した対策は、その最も効果的な例です。



　被害の特徴

　被害に遭った店舗の8割が1階にあります。1階は防犯上特に注意が必要です。
1階の店舗が狙われています

※データは、特に断りのない限り、警視庁刑事部資料（平成9・10年）による。以下同じ。



　出入口

ガラス引き戸（自動ドア）

錠と扉持ち上げ防止金具が付いていますか？

1.錠・防犯金具

ガラス引き戸（自動ドア）

破壊侵入に強いガラスを用いていますか？

2.ガラス

ガラス

ガラスの四周は破壊に強い框で囲われていますか？

3.框（かまち）

ガラス引き戸（自動ドア）

機械警備システムなどが付いていますか？

4.機械警備など

機械警備システムなど

シャッターを併設していますか？

●シャッター

シャッター



　自動ドアは持ち上げに弱いタイプのものが多く見られ
ます。
　戸締まりは、錠だけでなく扉持ち上げ防止金具を併用
しましょう。

●四周が破壊に強い框で囲われていないと、バールなどでドア
を持ち上げ（こじ上げ）たとき、ガラスが弓状にたわみ、ド
アが外れやすくなります。



　出入口

開き戸

見通しの良い場所にありますか？

●位置

カギ穴はどこに付いていますか？

1.主錠のグレードの見分け方

開き戸

A．ノブに付いている

B．ノブと別に付いている



すき間からデッドボルト（カンヌキ）が見えていませんか？

2.ドアとドア枠の隙間

開き戸

ワンドア・ツーロックになっていますか？

3.補助錠

開き戸

丈夫な材質ですか？

4.ドア

ドア

しっかり固定されていますか？

5.ドア枠

ドア

丁番はいくつ付いていますか？
丁番の軸は抜けませんか？

6.丁番（ちょうつがい）

ドア

機械警備システムなどが付いていますか？

7.機械警備など

機械設備システムなど



　ショーウィンドー・窓

ショーウィンドー

破壊侵入に強いガラスを用いていますか？

1ガラス

ガラス

シャッターを併設していますか？

2.シャッター

シャッター

機械警備システムなどが付いていますか？

3.機械警備など

機械警備システムなど

常時（閉店後も）点灯していますか？

●照明



　ショーウィンドー・窓

窓

見通しの良い場所にありますか？

●位置

クレセントのほかに補助錠が付いていますか？

1.補助錠

窓

破壊侵入に強いガラスを用いていますか？

2.ガラス

ガラス

機械警備システムなどが付いていますか？

3.機械警備など

機械警備システムなど

給湯室やトイレなど、人目に付きにくい場所にある窓には丈夫な面格子が付いていますか？

●面格子

面格子



　店内

機械警備システムなど

●機械警備システムを導入していますか？

●店内全体がカバーできるようにセンサーが配置されていますか？

●防犯ビデオカメラ（録画装置付き）を設置していますか？

機械警備システムなど



　店内

壁

　工具類で壁を破って侵入する手口が増えています。

●外壁や隣りとの間仕切り壁を破られる心配はありませんか？

壁・天井



　店内

金庫

防盗性能と耐火性能を兼ね備えています。

固定すれば、金庫破りの被害に遭いにくくなります。

●防盗金庫を設置していますか？

●金庫は床に固定していますか？

金庫



　店内

ショーケース

　貴重・高価な商品は防盗金庫に収納して下さい。

●ショーケースに防盗性能はありません。



　周囲

狙われやすい環境

●幹線道路やその裏通りに
面していませんか？

●ビルの出入口が常時開い
ていませんか？

～深夜営業や休日営業の
店が入っていませんか？
～

●入居している建物又は隣
の建物が足場を組んでい
ませんか？

●夜間や休日は無人となり
ませんか？

●隣りの建物との間隔が狭
かったり、外階段が近接
していませんか？

●近くに公園・駐車場・空
き地などがありません
か？



　習慣

　防犯責任者を定め、アルバイトを含めた全従業員に対
する防犯意識の向上を図ります。

●従業員に対して防犯の指導を徹底していますか？

　防盗金庫に収納することを勧めます。

●閉店後も高額商品をショーケースに入れたままに
していませんか？

　閉店後の開放感や友人同士の何気ない雑談の中で大事
な情報が漏れる危険があります。

●商品や資金の動きについて周囲を気にせずに話す
ことはありませんか？

　保守点検を装って妨害工作を行う場合があります。

●センサーなどの保守点検に際しては必ず身分を確
認していますか？

　階段の踊り場の窓や、商品や段ボール箱の陰になって
いる窓、トイレの窓は要注意です。

●窓のクレセントが外されていないか確認していま
すか？



　閉店前にトイレなどに隠れ、閉店を待って犯行に及ぶ
ことがあります（入り待ち）。

●トイレの中に人が隠れていないか確認しています
か？

　こんな客には要注意

●商品を購入するでもなく、ジロジロと店内を見回して
いる客

●数人で訪れ、あれこれ商品を選ぶふりをして店員の注
意をそらす客



　被害の特徴

　500万円以上の被害が増えています。特に貴金属店や量販店の被害が目立ちます。
被害額が増えています



　被害の特徴

最近の手口

　特殊な器具を用いて錠を不正に解錠する手口が増えて
います。

●ピッキングによる侵入が増えています

　金庫を壊したり、金庫ごと持ち去る手口が増えていま
す。

●金庫破りが増えています

　来日外国人等による組織的、かつ悪質な手口が増えて
います。

●組織的な犯行が増えています



　侵入の方法

どこから侵入するのか

　下見の結果、いろいろな道具を使い分けて侵入します。
●事前に下見をします。



　侵入の方法

侵入口別の侵入方法

●客用出入口から

●通用口から

●窓から



●人力による監視には限界があります。機械警備による
「侵入の早期発見・通報システム」を確立しましょ
う。

●開口部を強化して、最低限5分間侵入を遅らせましょ
う。

●調査によると、侵入に5分以上かかると70％以上の者があきらめ
ます。

●高価な商品については、休日や夜間は防盗金庫に収納
しましょう。



　ドア

ドア

●
出入口の防犯を考えるとき見落としがちなのが、ドアそのものの材質や構造です。
また、ドア枠は周りの構造にしっかりと固定されていることが大切です。

丈夫なドアを選ぶ

●
バールなどでこじられたり、体当たりされても耐える
ように、丈夫な材質（構造）のものを使用しましょ
う。

ガラス扉の四周は、破壊に強い框で囲われていること
が大切です。

材質

●
丁番を壊されるとドアが外れて
しまいます。丁番は3箇所に付
けましょう。外開きドアは丁番
が室外側に露出してしまい攻撃
されやすいので、軸芯の抜けな
いものを選びましょう。

丁番（ちょうつがい）



　錠・防犯金具

ガラス引き戸（自動ドア）

●
下框に付いている錠だけでは、バールなどを使ってドアを持ち上げて、外される場合が
あります。
扉持ち上げ防止金具を下框に取り付けましょう。

扉持ち上げ防止金具を取り付ける

●
通用口がある場合は、客用出入口の施錠は室内側からカギを用いて行い、通用口から退
出しましょう。
（客用出入口の外側にはカギ穴を付けない。）

室内側から施錠する



　錠・防犯金具

開き戸

　開き戸には、彫込み箱錠又は面付け箱錠を付けましょう。
　通用口や最後に退出する出口には、電気錠などの自動施錠タイプを取り付けると安全で
す。

●主錠をグレードアップする

電気錠

　カードキータイプのものやテンキータイプのものがあ
ります。
　機械警備システムと連動させることによって不正解錠
を検知できます。

彫込み箱錠

　錠の機構をドア材の中に彫り込むタイプです。ノブ又
はハンドルとカギ穴は別々です。

●補助錠を付ける

補助鍵を付ける

面付け箱錠

　錠の機構を外開きドアの室内側に取り付けるタイプで
す。ノブ又はハンドルとカギ穴は別々です。

●補助錠を付ける

補助鍵を付ける

　カギ穴に特殊な器具を差し込んで、錠を不正に解錠する方法を「ピッキング」といい、
最近特に増えている手口です。
　その対策は、ピッキングに強いシリンダー（カギを差し込んで回す部分）を選ぶことで
す。ピッキングに強いシリンダーかどうかは、カギの形で見分けることができます。

●ピッキングに強いシリンダーを選ぶ

カギ山の数と溝の深さで見分ける



カギの種類で見分ける

防犯性能　低い 防犯性能　高い

　ピッキングを防ぐためのシリンダーの交換は、部品を購入すれば自分でできます。シリ
ンダーを購入する場合には、現在使用している錠に適合するものを選ぶ必要があります。
錠前屋さんに行くときには、次のことを調べておきましょう。

●シリンダーは自分で交換できる

(1)現在使っている錠のメーカー名、サイズ、型番号、色など
(2)ドアの材質、厚さなど

※登録制のもの、廃番になったもの、外国製・特注品といった特殊なシリンダーなどは自分で交換できない場
合もあります。

●補助錠を付ける

　「ワンドア・ツーロック」とは、1つのドアに
錠を2つ以上付けること（主錠のほかに補助錠を
付けて防犯性を高めること）です。
　錠が2つ以上付いていれば、侵入に要する時間
も2倍以上かかります。ドロボーは侵入に手間の
かかるのを嫌がります。

　補助錠は主錠と離れた位置（上又は下）に付け
ると効果的です。

ワンドア・ツーロック



・こじ開けを防ぐガードプレート
・来訪者を確認できるテレビドアホン

●防犯金具を付ける

　ドアとドア枠とのすき間を保護しこじ開けを防止します。

ガードプレート

　来訪者を確認できます。

テレビドアホン

※掲載価格には、施工費、消費税などは含まれていません。
※詳細については、工務店、販売店などに問い合わせて下さい。以下同じ。



　窓

窓

　ガラスを破壊して手を差し込み、クレセントを外す手
口が多いので、侵入されやすい箇所には必ず補助錠を付
けましょう。
　補助錠は上又は下の框に付けましょう。

●補助鍵を付ける

クレセントのほかに必ず補助錠を

●サッシの上又は下框に両面テープで取り付けるタイプです。
●カギ付きなので、万一ガラスを破られてもカギがなければ解錠できません。

補助錠

●破壊侵入に強いガラスを入れる

ガラス

●丈夫な面格子を設置する

面格子

窓は、建築基準法や消防法で許される範囲で、できるだけ固定窓（開閉できない窓）にし
ましょう。



　壁・ガラス

壁・天井

　ベニヤ板、石膏ボードの壁は、ドリルやバールで簡単
に破れます。
　コンクリートブロック（鉄筋入り）やPC板、金属板な
ど、丈夫な素材で補強しましょう。

●壁や天井を補強する

壁破りの手口

○建物の外壁、同一フロアの隣室との間仕切り壁を破って侵入する。

○マンションの一室を店舗に改造した場合、バルコニーや窓部分を塞いだ壁を破って
侵入する。

○外壁はジャッキ、バールなどを用いて、体が通り抜ける程度の穴を開ける。



　壁・ガラス

　窓からの侵入手口は、バールなどでガラスを割る「打ち破り」、サッシ枠とガラスの隙
間をドライバーでこじる「こじ破り」など、いずれもガラスの破壊が伴っています。破壊
侵入に強いガラスにグレードアップすることが大切です。

ガラス

ガラス破りの手口

　店舗に対する侵入は、バールなどによる、荒っぽい「打ち破り」の手口が60％を占め、
最近増加傾向にあります。



もっとも一般的な透明板ガラス。防犯性は期待できません。

フロートガラスの3～5倍の強度を持ったガラスですが、先端のとがったもので衝撃を与え
ると簡単に破壊されます。

火災時に熱で割れても破片が脱落せず、延焼を防ぐガラス。頑丈そうに見えますが破壊行為
には弱く、防犯性は期待できません。

2枚（又は3枚以上）の板ガラスの間に丈夫なフィルムを挟み、加熱・圧着したガラス。こ
じ破りに対する強度が高く、防犯性に優れています。

「合わせガラス」よりもフィルムを厚くしたり、ガラスを多層化（3枚以上）にした構造の
ガラス。防犯性は非常に優れています。
（中間膜厚：合わせガラスの2倍）

「防犯合わせガラス」もフィルムを厚くしたり、枚数を増やしたりすることで、さらに防犯
性が高くなります。
（中間膜厚：合わせガラスの4倍）

×･･･フロートガラス

×･･･強化ガラス

×･･･網入りガラス

○･･･合わせガラス

○･･･防犯合わせガラス

○･･･防犯合わせガラス（ハイグレード）

ガラスの価格は、数量や施工条件によって異なりますので、工務店などに見積りを依頼し
て下さい。



　シャッター・面格子

シャッター

　客用出入口の侵入方法の中では、シャッター破りが最も多い手口です。
　防犯性を高めるために、シャッター内部に内錠を付けるか、外錠を2重に付けましょう。

●錠

　ゴミがたまると穴が浅くなり、中柱が抜けやすくなります。
　中柱は、錠付き上げ落としを使用しましょう。

●中柱をしっかりと固定する



●防犯性の高いシャッターとは？

　防犯性の高いシャッターは、電動式の重量シャッター
です。
　電動式シャッターはタイマーと連動させ、夜間は電源
を切るようにしましょう。
　外部に設置されている押しボタンスイッチを廃止し
て、無線装置でシャッターの開閉を行うようにしましょ
う。

●パイプシャッターは室内側に設置する

　店舗内部が見通せるパイプシャッターは防犯上効果が
あります。しかし、工具で比較的簡単に破壊されてしま
うので、ドアやショーウインドーの室外側ではなく、室
内側に設置しましょう。
　その際、ドアやショーウインドーには合わせガラスを
使用し、センサーを設置して、ガラス破りの段階で侵入
をいち早く検知することが重要です。



　シャッター・面格子

面格子

　意外な盲点になっているのがトイレや給湯室の高窓（小窓）などです。
丈夫な面格子を設置する必要があります。

　「面格子を付けているから大丈夫」という油断は禁物。ものによっては簡単に外されて
しまうものもあります。
　面格子は、ステンレス製など丈夫な素材のものを頑丈に取り付けましょう。

●腰高窓や高窓にも面格子を

●丈夫な面格子とは

●溶接接合したものです。
●部材が丈夫なので破壊されにくくなっています。
●外付けですが、簡単に外されないように工夫されています。

ステンレス製面格子

W1,803×D1,009 ￥105,000



　金庫

金庫

　金庫は大きく分けて「耐火金庫」と「防盗金庫」があります。
　耐火金庫には防盗性能はありません。金庫破りの被害のほとんどは耐火金庫です。

　金庫のキャスターを固定又は取り外して、金庫を床面に固定しましょう。こじ開け防止
や搬出防止に有効です。

●破壊されにくい金庫とは

●金庫の設置方法

防盗金庫

外寸法　W720×D793×H1,109
重量　 1,000kg

￥2,620,000

　タイムロック（時計錠）を内臓した防盗金庫は、一度施錠すると解錠の時刻になるまで
絶対に開きません。

　防盗金庫にはこのタイムロックを、オプションで取り付けることができます。

￥350,000

タイムロックとは

ayami




　機械警備システムなど

各種センサー

早期に侵入を検知し警報を出す「機械警備システム」は、これからの防犯対策上不可欠で
す。

○守る側の緊張は長続きするものではありません。必ずすきが生じます。ドロボウはそこを
狙っています。

○機械警備システムは、そうした人力の限界をカバーしてくれる力強い助っ人です。



●マグネットスイッチ

■■

●パッシブセンサー
窓や扉が開けられたことを知らせます。 人が侵入したことを知らせます。

●センサーライト ●シャッターセンサー
人が近づくと点灯します。 シャッターが開けられたことを知らせます。

●ガラス破壊センサー ●赤外線センサー
ガラスが破壊されたことを知らせます。 人が侵入したことを知らせます。

●金庫センサー
金庫破りを知らせます。



　機械警備システムなど

防犯ビデオカメラ

　屋内外、昼夜を問わず、犯行の記録や監視体制の強化を図ることができます。

●カメラ

一般カメラ

設置してあることを意識させるタイプのカメラ

ドーム型カメラ

設置してあることを意識させないタイプのカメラ

●ビデオ

タイムラプスビデオレコーダー

1巻のテープで数百時間までの長時間記録ができる方式

デジタルビデオレコーダー

カメラの映像を記録する際、画質が低下しないデジタル
信号のまま記録する方式


