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附錄一 聯合國打擊組織性犯罪公約 

Article 1  Statement of purpose 

The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent and 
combat transnational organized crime more effectively.  

Article 2  Use of terms 

For the purposes of this Convention:  

(a)     "Organized criminal group" shall mean a structured group of three or 
more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim 
of committing one or more serious crimes or offences established in 
accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a 
financial or other material benefit;  

(b)     "Serious crime" shall mean conduct constituting an offence punishable 
by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious 
penalty;  

 (c)     "Structured group" shall mean a group that is not randomly formed for 
the immediate commission of an offence and that does not need to have 
formally defined roles for its members, continuity of its membership or a 
developed structure;  

(d)     "Property" shall mean assets of every kind, whether corporeal or 
incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal 
documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets;  

(e)     "Proceeds of crime" shall mean any property derived from or obtained, 
directly or indirectly, through the commission of an offence;  

(f)     "Freezing" or "seizure" shall mean temporarily prohibiting the transfer, 
conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming 
custody or control of property on the basis of an order issued by a court or 
other competent authority;  
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(g)     "Confiscation", which includes forfeiture where applicable, shall mean 
the permanent deprivation of property by order of a court or other competent 
authority;  

(h)     "Predicate offence" shall mean any offence as a result of which proceeds 
have been generated that may become the subject of an offence as defined in 
article 6 of this Convention;  

(i)     "Controlled delivery" shall mean the technique of allowing illicit or 
suspect consignments to pass out of, through or into the territory of one or 
more States, with the knowledge and under the supervision of their competent 
authorities, with a view to the investigation of an offence and the identification 
of persons involved in the commission of the offence;  

(j)     "Regional economic integration organization" shall mean an organization 
constituted by sovereign States of a given region, to which its member States 
have transferred competence in respect of matters governed by this Convention 
and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, 
to sign, ratify, accept, approve or accede to it; references to "States Parties" 
under this Convention shall apply to such organizations within the limits of 
their competence.  
   

Article 3  Scope of application 

                1.     This Convention shall apply, except as otherwise stated herein, 
to the prevention, investigation and prosecution of:  

                (a)     The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 
and 23 of this Convention; and  

                (b)     Serious crime as defined in article 2 of this Convention;  

where the offence is transnational in nature and involves an organized criminal 
group.  

                2.     For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is 
transnational in nature if:  

                (a)     It is committed in more than one State;  
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                (b)     It is committed in one State but a substantial part of its 
preparation, planning, direction or control takes place in another State;  

                (c)     It is committed in one State but involves an organized 
criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or  

                (d)     It is committed in one State but has substantial effects in 
another State.  

 

 

Article 5  Criminalization of participation in an organized  
criminal group 

                1.     Each State Party shall adopt such legislative and other 
measures as may be necessary to establish as criminal offences, when 
committed intentionally:  

                (a)     Either or both of the following as criminal offences distinct 
from those involving the attempt or completion of the criminal activity:  

                (i)     Agreeing with one or more other persons to commit a serious 
crime for a purpose relating directly or indirectly to the obtainin of a financial 
or other material benefit and, where required by domestic law, involving an act 
undertaken by one of the participants in furtherance of the agreement or 
involving an organized criminal group;  

                (ii)     Conduct by a person who, with knowledge of either the aim 
and general criminal activity of an organized criminal group or its intention to 
commit the crimes in question, takes an active part in:  

                        a.     Criminal activities of the organized criminal group;  

                        b.     Other activities of the organized criminal group in the 
knowledge that his or her participation will contribute to the achievement of the 
above-described criminal aim;  
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                (b)     Organizing, directing, aiding, abetting, facilitating or 
counselling the commission of serious crime involving an organized criminal 
group.  

                2.     The knowledge, intent, aim, purpose or agreement referred to 
in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual 
circumstances.  

3. States Parties whose domestic law requires involvement of an organized 
criminal group for purposes of the offences established in accordance with 
paragraph 1 (a) (i) of this article shall ensure that their domestic law covers all 
serious crimes involving organized criminal groups. Such States Parties, as 
well as States Parties whose domestic law requires an act in furtherance of the 
agreement for purposes of the offences established in accordance with 
paragraph 1 (a) (i) of this article, shall so inform the Secretary-General of the 
United Nations at the time of their signature or of deposit of their instrument of 
ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention.  

 

Article 6  
Criminalization of the laundering of proceeds of crime 

1. Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of 
its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences, when committed intentionally:  

(a)  

i. The conversion or transfer of property, knowing that such 
property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising 
the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in 
the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of 
his or her action;  

ii. The concealment or disguise of the true nature, source, location, 
disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, 
knowing that such property is the proceeds of crime;  
b. Subject to the basic concepts of its legal system:  

i. The acquisition, possession or use of property, knowing, at the 
time of receipt, that such property is the proceeds of crime;  
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ii. Participation in, association with or conspiracy to commit, 
attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the 
commission of any of the offences established in accordance with this article.  

2. For purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:  

a. Each State Party shall seek to apply paragraph 1 of this article to the 
widest range of predicate offences;  
b. Each State Party shall include as predicate offences all serious crime as 
defined in article 2 of this Convention and the offences established in 
accordance with articles 5, 8 and 23 of this Convention. In the case of States 
Parties whose legislation sets out a list of specific predicate offences, they 
shall, at a minimum, include in such list a comprehensive range of offences 
associated with organized criminal groups;  
c. For the purposes of subparagraph (b), predicate offences shall include 
offences committed both within and outside the jurisdiction of the State Party 
in question. However, offences committed outside the jurisdiction of a State 
Party shall constitute predicate offences only when the relevant conduct is a 
criminal offence under the domestic law of the State where it is committed 
and would be a criminal offence under the domestic law of the State Party 
implementing or applying this article had it been committed there;  
d. Each State Party shall furnish copies of its laws that give effect to this 
article and of any subsequent changes to such laws or a description thereof to 
the Secretary-General of the United Nations;  
e. If required by fundamental principles of the domestic law of a State 
Party, it may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this 
article do not apply to the persons who committed the predicate offence;  
f. Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set 
forth in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual 
circumstances.  

 

 

 

 

Article 8  

 297



 

Criminalization of corruption 

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be 
necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:  

a. The promise, offering or giving to a public official, directly or 
indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another 
person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the 
exercise of his or her official duties;  
b. The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, 
of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or 
entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his 
or her official duties.  

2. Each State Party shall consider adopting such legislative and other 
measures as may be necessary to establish as criminal offences conduct 
referred to in paragraph 1 of this article involving a foreign public official or 
international civil servant. Likewise, each State Party shall consider 
establishing as criminal offences other forms of corruption.  

3. Each State Party shall also adopt such measures as may be necessary to 
establish as a criminal offence participation as an accomplice in an offence 
established in accordance with this article.  

4. For the purposes of paragraph 1 of this article and article 9 of this 
Convention, "public official" shall mean a public official or a person who 
provides a public service as defined in the domestic law and as applied in the 
criminal law of the State Party in which the person in question performs that 
function.  

 

 

Article 23  
Criminalization of obstruction of justice 

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be 
necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:  
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a. The use of physical force, threats or intimidation or the promise, 
offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to 
interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a 
proceeding in relation to the commission of offences covered by this 
Convention;  
b. The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the 
exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation 
to the commission of offences covered by this Convention. Nothing in this 
subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that 
protects other categories of public officials.  

 

Article 34  Implementation of the Convention 

                1.     Each State Party shall take the necessary measures, including 
legislative and administrative measures, in accordance with fundamental 
principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations 
under this Convention.  

                2.     The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 
23 of this Convention shall be established in the domestic law of each State 
Party independently of the transnational nature or the involvement of an 
organized criminal group as described in article 3, paragraph 1, of this 
Convention, except to the extent that article 5 of this Convention would require 
the involvement of an organized criminal group.  

                3.     Each State Party may adopt more strict or severe measures than 
those provided for by this Convention for preventing and combating 
transnational organized crime.  
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附錄二 聯合國打擊組織性犯罪公約立法指

引 

49.  

The approaches countries have adopted so far vary depending on 
historical, political and legal backgrounds. Broadly speaking, the 
criminalization of participation in organized criminal groups has been achieved 
in two different ways. Common law countries have used the offence of 
conspiracy, while civil law jurisdictions have used offences that proscribe an 
involvement in criminal organizations. Other countries combine such 
approaches. The Convention does not deal with prohibition of membership in 
specific organizations.  

51.  

The Convention aims at meeting the need for a global response and at 
ensuring the effective criminalization of acts of participation in criminalgroups. 
Article 5 of the Convention recognizes the two main approaches to such 
criminalization that are cited above as equivalent. The two alternative options 
of article 5, paragraph 1 (a) (i) and paragraph 1 (a) (ii) were thus created to 
reflect the fact that some countries have conspiracy laws, while others have 
criminal association (association de malfaiteurs) laws. The options allow for 
effective action against organized criminal groups, without requiring the 
introduction of either notion―conspiracy or criminal association―in States 
that do not have the relevant legal concept. Article 5 also covers persons who 
assist and facilitate serious offences committed by an organized criminal group 
in other ways.  
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附錄三 德國刑法 第 129、129a條 

§ 129 

StGB § 129 Bildung krimineller Vereinigungen 
 (1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit 
darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer 
solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, für sie um Mitglieder oder 
Unterstützer wirbt oder sie unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
 (2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden,  

1. wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das 
Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt hat,

2. wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder eine 
Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist oder 

3. soweit die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung Straftaten 
nach den § § 84 bis 87 betreffen. 

 (3) Der Versuch, eine in Absatz 1 bezeichnete Vereinigung zu gründen, 
ist strafbar.  
 (4) Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hintermännern oder 
liegt sonst ein besonders schwerer Fall vor, so ist auf Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen; auf Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Zweck oder 
die Tätigkeit der kriminellen Vereinigung darauf gerichtet ist, in § 100c 
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a, c, d, e und g mit Ausnahme von Straftaten 
nach § 239a oder § 239b, Buchstabe h bis m, Nr. 2 bis 5 und 7 der 
Strafprozessordnung genannte Straftaten zu begehen.  
 (5) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren 
Mitwirkung von untergeordneter Bedeutung ist, von einer Bestrafung 
nach den Absätzen 1 und 3 absehen.  
 (6) Das Gericht kann die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 
Abs. 2) oder von einer Bestrafung nach diesen Vorschriften absehen, 
wenn der Täter  

1. sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das Fortbestehen der 

 301

http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=StGB&P=84
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=StGB&P=87
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=StPO&P=100c
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=StPO&P=100c&X=2
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=StPO&P=239a
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=StPO&P=239b
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=StGB&P=49
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=StGB&P=49&X=2


 

Vereinigung oder die Begehung einer ihren Zielen 
entsprechenden Straftat zu verhindern, oder 

2. freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer Dienststelle offenbart, 
daß Straftaten, deren Planung er kennt, noch verhindert werden 
können; 

erreicht der Täter sein Ziel, das Fortbestehen der Vereinigung zu 
verhindern, oder wird es ohne sein Bemühen erreicht, so wird er nicht 
bestraft. 

 
 

§ 129 a 

StGB § 129a Bildung terroristischer Vereinigungen  
(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit 
darauf gerichtet sind,  

1. Mord (§ 211) oder Totschlag (§ 212) oder Völkermord (§ 6 des 
Völkerstrafgesetzbuches) oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
(§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches) oder Kriegsverbrechen (§ § 8, 9, 10, 
11 oder § 12 des Völkerstrafgesetzbuches) oder  

2. Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 239a 
oder des § 239b  

zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied 
beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren 
bestraft.  
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke 
oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, 

1. einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische 
Schäden, insbesondere der in § 226 bezeichneten Art, zuzufügen,  

2. Straftaten nach den § § 303b, 305, 305a oder gemeingefährliche 
Straftaten in den Fällen der § § 306 bis 306c oder 307 Abs. 1 bis 3, des 
§ 308 Abs. 1 bis 4, des § 309 Abs. 1 bis 5, der § § 313, 314 oder 315 
Abs. 1, 3 oder 4, des § 316b Abs. 1 oder 3 oder des § 316c Abs. 1 bis 3 
oder des § 317 Abs. 1,  

3. Straftaten gegen die Umwelt in den Fällen des § 330a Abs. 1 bis 3,  

4. Straftaten nach § 19 Abs. 1 bis 3, § 20 Abs. 1 oder 2, § 20a Abs. 1 bis 
3, § 19 Abs. 2 Nr. 2 oder Abs. 3 Nr. 2, § 20 Abs. 1 oder 2 oder § 20a 
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Abs. 1 bis 3, jeweils auch in Verbindung mit § 21, oder nach § 22a 
Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen oder  

5. Straftaten nach § 51 Abs. 1 bis 3 des Waffengesetzes  

zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied 
beteiligt, wenn eine der in den Nummern. 1 bis 5 bezeichneten Taten 
bestimmt ist, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, 
eine Behörde oder eine internationale Organisation rechtswidrig mit 
Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, 
verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen 
eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beseitigen oder 
erheblich zu beeinträchtigen, und durch die Art ihrer Begehung oder ihre 
Auswirkungen einen Staat oder eine internationale Organisation 
erheblich schädigen kann.  
(3) Sind die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung darauf gerichtet, 

eine der in Absatz 1 und 2 bezeichneten Straftaten anzudrohen, ist auf 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. 

http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=StGB&P=21
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=KrWaffG&P=22a
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=WaffG&P=51


 

 

附錄四 日本法條附錄 

破壞活動防止法 

第 4 條第 3 項 

この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継

続的結合体又はその連合体をいう。但し、ある団体の支部、分会その他の下

部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規

制を行うことができるものとする。 

中譯 

本法所指之團體，乃是以達成特定共同目的的多數人的繼續結合體或是連

合體。但該團體的支部、分會等其他下級組織，符合上述要件者，亦為規範的

對象817。 

 

第 39 條 

政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的

をもつて、刑法第百八条 、第百九条第一項、第百十七条第一項前段、第百二

十六条第一項若しくは第二項、第百九十九条若しくは第二百三十六条第一項

の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的を

もつてするその罪のせん動をなした者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。 

中譯 

基於政治上主義或政策的推進、支持或反對的目的而為刑法第 108 条 、第

109 第 1 項、第 117 條第 1 項前段、第 126 條第 1 項或第 2 項、第 199 條或第

236 條第 1 項之陰謀、預備或教唆之行為者，抑或是基於上述罪名被實現的目

                                              
817 この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体

をいう。但し、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対

して、この法律による規制を行うことができるものとする。 
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的而為煽動者，處 5 年以下有期徒刑818。 

 

第 40 條 

政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的

をもつて、左の各号の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪

を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、三年以下の懲

役又は禁こに処する。  
一  刑法第百六条 の罪  
二  刑法第百二十五条 の罪  
三  検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令

により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定によ

り調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法

第九十五条 の罪 

中譯 

第 40 條規定 

基於政治上主義或政策的推進、支持或反對的目的而對下列之罪陰謀、預

備或教唆之行為者，抑或是基於上述罪名被實現的目的而為煽動者，處 3 年以

下有期徒刑： 

（1）日本刑法第 106 条；  

（2）日本刑法第 125 条；  

（3）對於檢察官、行使職務的警察、上述的補助者、看守、護送依法拘禁

者或基於法律規定而從事調查者，攜帶凶器、毒物或多眾共同為 95 條之罪者819。 

                                              
818 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、刑法第百八条 、

第百九条第一項、第百十七条第一項前段、第百二十六条第一項若しくは第二項、第百九十九条若しく

は第二百三十六条第一項の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的を

もつてするその罪のせん動をなした者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。 
819 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左の各号の罪の

予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をな

した者は、三年以下の懲役又は禁こに処する。  

一  刑法第百六条 の罪  

二  刑法第百二十五条 の罪  

三  検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守

し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、
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暴力團對策法 

第 2 條 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。  

一  暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で

定めるものに当たる違法な行為をいう。  

二  暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）

が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがあ

る団体をいう。  

三  指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。  

四  指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。  

五  指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。  

六  暴力団員 暴力団の構成員をいう。  

七  暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。  

八  準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該

指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示し

て同条各号に掲げる行為をすることをいう。  

中譯 

本法之用語，依下列各款所定： 

（1） 暴力的不法行為等：國家公安委員會的附表中，所列之犯罪為違法性行

為。 

（2） 暴力團：該團體的構成員（包含該團體的構成團體的構成員）對於實行

                                                                                                                                            
多衆共同してなす刑法第九十五条 の罪  
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集團性、常習性、暴力性的不法行為有助長危險的團體。 

（3） 指定暴力團：依據次條之規定而被指定為暴力團者。 

（4） 指定聯合暴力團：依第 4 條之規定而被指定為暴力團者。 

（5） 指定暴力團等：指定暴力團或指定聯合暴力團者。 

（6） 暴力團員：暴力團的構成員。 

（7） 暴力的要求行為：違反第 9 條規定之行為。 

（8） 準暴力的要求行為：非指定暴力團之團員，而為該指定暴力團或第 9 條

規定之系列上位指定暴力團為同條各款之威力展示者。 

 

第 3 條 

都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、暴力団が次の各

号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集

団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい

暴力団として指定するものとする。  

一  名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力

団の威力を利用して生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を

得ることができるようにするため、当該暴力団の威力をその暴力団員に利用

させ、又は当該暴力団の威力をその暴力団員が利用することを容認すること

を実質上の目的とするものと認められること。  

二  国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の

幹部（主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者

をいう。）である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者（次のいずれ

かに該当する者をいう。以下この条において同じ。）の人数の比率又は当該暴

力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴

力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者

の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数

の区分ごとに政令で定める比率（当該区分ごとに国民の中から任意に抽出し

たそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴
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保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が十万分の一以

下となるものに限る。）を超えるものであること。  

イ 暴力的不法行為等又は第八章（第四十八条を除く。以下この条及び

第十二条の五第二項第一号において同じ。）に規定する罪に当たる違法な行為

を行い禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行

を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの 

ロ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行

い罰金以下の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの 

ハ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行

い禁錮以上の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶

予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であっ

て、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの 

ニ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行

い罰金の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の

言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、

当該刑に係る裁判が確定した日から起算して五年を経過しないもの 

ホ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行

い禁錮以上の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩

赦法 （昭和二十二年法律第二十号）第二条 の大赦又は同法第四条 の特赦を

受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日（当該日において当該言渡

しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合に

あっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日）から

起算して十年を経過しないもの 

ヘ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行

い罰金以下の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩
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赦法第二条 の大赦又は同法第四条 の特赦を受けた者であって、当該大赦又

は特赦のあった日（当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日）から起算して五年を経過しないもの 

三  当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者（以

下「代表者等」という。）の統制の下に階層的に構成されている団体であるこ

と。 

中譯 

都道府縣公安委員會（以下稱「公安委員會」），暴力團乃是被認定該當以下

各款，該暴力團因暴力團員具集團性、常習性地助長暴力不法行為之巨大危險

而被指定。 

（1）不問名目，其實質目的乃是：該暴力團的暴力團員利用暴力團的威力，而

獲取維持生計、形成財產或遂行事業的資金；暴力團員利用暴力團的威力或該

暴力團容任暴力團員利用其威力。 

（2）國家公安委員會規則所算定該暴力團的幹部（主要的暴力團幹部該當於國

家公安委員會規則者）在暴力團員的人數中有前科者（該當以下各要件者。本

條以下亦同。）的人數比例；或暴力團的全暴力團員人數中有犯罪前科的比例，

上述兩者其中之一超過政令對暴力團以外的集團所定的前科比例（該政令所訂

的比例，乃是由國民中任意抽出的集團前科者比例；其超過政令所定的比例的

機率在十萬分之一以下） 

i.暴力的不法行為等或為第七章（除第 48 條以外。本條以下及第 12 之 5

條第 2 項第 1 款亦同。）所規定之罪中，該不法行為被處有期徒刑以上之刑者，

刑之執行終了或不受刑之執行日起算，未經過十年者。 

ii. 暴力的不法行為等或為第七章所規定之罪中，該不法行為被處罰金以

下之刑者，刑之執行終了或不受刑之執行日起算，未經過五年者。 

iii. 暴力的不法行為等或為第七章所規定之罪中，該不法行為被處有期徒

刑並宣告緩刑者，經過緩刑期間未被撤銷者，自判決確定之日起算，未經過十

年者。 

iv. 暴力的不法行為等或為第七章所規定之罪中，該不法行為被處罰金刑

並宣告緩刑者，經過緩刑期間未被撤銷者，自判決確定之日起算，未經過五年

者。 
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v. 暴力的不法行為等或為第七章所規定之罪中，該不法行為被處有期徒刑

以上，但涉及恩赦法第 2 條之大赦或同法第 4 條之特赦，自大赦或特赦之日（該

判決日系刑之執行終了或未受刑之執行時，自該執行終了或未受刑之執行日）

起算，未經過十年者。 

vi. 暴力的不法行為等或為第七章所規定之罪中，該不法行為被處罰金刑

以下，但涉及恩赦法第 2 條之大赦或同法第 4 條之特赦，自大赦或特赦之日（該

判決日系刑之執行終了或未受刑之執行時，自該執行終了或未受刑之執行日）

起算，未經過五年者。 

（3）該暴力團的代表或居於營運支配地位者（次條、第 9 條、12 之 2 條

第 1 款、第 15 之 2 第 1 項及第 15 條之 3 的「代表者」）的統治下由階層所形成

的團體。 

 

第 4 條 

公安委員会は、暴力団（指定暴力団を除く。）が次の各号のいずれにも

該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定する

ものとする。  

一  次のいずれかに該当する暴力団であること。  

イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指定暴力団である

こと。 

ロ 当該暴力団の暴力団員の全部又は大部分が指定暴力団の代表者等で

あること。 

ハ 当該暴力団を構成する暴力団の全部若しくは大部分が指定暴力団若

しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団であり、又は当該暴力団の

暴力団員の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれ

かに該当する暴力団の代表者等であること。 

二  名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団を構成する暴力団若し

くは当該暴力団の暴力団員が代表者等となっている暴力団の相互扶助を図り、
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又はこれらの暴力団の暴力団員の活動を支援することを実質上の目的とする

ものと認められること。  

中譯 

都道府縣公安委員會依據暴力團對策法第 4 條之規定，對於具備以下要件

者，得指定其為廣域暴力團： 

公安委員會，暴力團（除指定暴力團以外）符合下列各款之一者，得指定

該暴力團為為指定暴力團之聯合體： 

（1）以下各款為該暴力團 

i. 構成該暴力團的各暴力團，全部或大部分乃是指定暴力團 

ii.該暴力團的各暴力團員全部或大部分是指定暴力團的代表者 

iii. 構成該暴力團的各暴力團全部或大部分為指定暴力團或上述兩款的暴

力團；或該暴力團的團員全部或大部分為指定暴力團之代表者或上述兩款暴力

團的代表者 

（2）不問形式上的目的，構成該暴力團的暴力團或該暴力團的代表者企圖

為暴力團的互相扶助，或以支援暴力團的暴力團員活動為其實質目的。 

 

第 9 條 

指定暴力団等の暴力団員（以下「指定暴力団員」という。）は、その者の

所屬する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等（当該指定暴力団等と

上方連結（指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴

力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。）

をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。第十二条の三及

び第十二条の五において同じ。）の威力を示して次に掲げる行為をしてはなら

ない。  

一  人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関す

る公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利

益（以下「金品等」という。）の供与を要求すること。  
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二  人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに

金品等の贈与を要求すること。  

三  請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受

注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しく

は一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務

の提供の受入れを要求すること。  

四  縄張（正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲とし

て設定していると認められる区域をいう。次号及び第十二条の二第三号にお

いて同じ。）内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営

むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。  

五  縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用い

る物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショーその他の興行の入場

券、パーティー券その他の証券若しくは証書を購入すること又はその営業所

における用心棒の役務（営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことが

できるようにするため顧客との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。）その

他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。  

六  金銭を目的とする消費貸借上の債務であって利息制限法 （昭和二

十九年法律第百号）第一条第一項 に定める利息の制限額を超える利息（同法

第三条 の規定によって利息とみなされる金銭を含む。）の支払を伴い、又は

その不履行による賠償額の予定が同法第四条 に定める制限額を超えるもの

について、債務者に対し、その履行を要求すること。  

六の二  人（行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則

で定める者を除く。）から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、

金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動

を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、

その履行を要求すること（前号に該当するものを除く。）。  
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七  人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要

求すること。  

八  金銭貸付業務（金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介（手形の割引、

売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方

法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下この号において単に「金銭の

貸付け」という。）をいう。）を営む者（以下「金銭貸付業者」という。）以外

の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者

が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に

対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の金銭の貸付けの条件として

示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求するこ

と。  

九  金融商品取引業者（金融商品取引法 （昭和二十三年法律第二十五

号）第二条第九項 に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において

同じ。）に対してその者が拒絶しているにもかかわらず有価証券の信用取引（

同法第百五十六条の二十四第一項 に規定する信用取引をいう。以下この号に

おいて同じ。）を行うことを要求し、又は金融商品取引業者に対して顧客が預

託すべき金銭の額その他の有価証券の信用取引を行う条件として当該金融商

品取引業者が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信

用取引を行うことを要求すること。  

十  株式会社又は当該株式会社の子会社（会社法 （平成十七年法律第

八十六号）第二条第三号 の子会社をいう。）に対してみだりに当該株式会社

の株式の買取り若しくはそのあっせん（以下この号において「買取り等」と

いう。）を要求し、株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主（以

下この号において「取締役等」という。）に対してその者が拒絶しているにも

かかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役

等に対して買取りの価格その他の買取り等の条件として当該取締役等が示し
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ている事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等

を要求すること。  

十一  正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の

用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求するこ

と。  

十二  土地又は建物（以下この号において「土地等」という。）につい

て、その全部又は一部を占拠すること、当該土地等又はその周辺に自己の氏

名を表示することその他の方法により、当該土地等の所有又は占有に関与し

ていることを殊更に示すこと（以下この号において「支配の誇示」という。）

を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者又は当該土地等の所有

権その他当該土地等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該土地等

に係る担保権を有し、若しくはこれらの権利を取得しようとする者に対し、

その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示を

やめることの対償として、明渡し料その他これに類する名目で金品等の供与

を要求すること。  

十三  人（行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で

定める者を除く。）から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、

交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る

示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること。  

十四  人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若

しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若し

くは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとし

て、若しくはこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他

これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若し

くは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数

（商品取引所法 （昭和二十五年法律第二百三十九号）第二条第五項 の商品
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指数をいう。）若しくは金融商品取引法第二条第二十五項 に規定する金融指

標（同項第一号 に規定する金融商品の価格を除く。）の上昇若しくは下落に

より損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品

等の供与を要求すること。 

中譯 

指定暴力團等的暴力團員（以下稱「指定暴力團員」），其所屬的指定暴

力團等或其系列上位指定暴力團等（該指定暴力團等與其上方連結【指定暴力

團為其他指定暴力團等的構成團體，或指定暴力團等的代表者等，為其他指定

暴力團的團員之關係】，此為順次關連的各指定暴力團等。第 12 條之 3 及第

12 條之 5，亦同。），而未為下列各款所列之威力展示行為。 

（1）對他人，與其相關而未宣傳之事或與其相關而未為公眾所知之事，以

不公示為手段，要求金錢或其他財產上利益（以下稱金錢等）之供應。 

（2）對他人，不問是以捐助金、贊助金或其他名目，過份地為金錢等贈與

要求。 

（3）對關於承攬、委任、委託契約相關勞務提供的業務的邀約方或收受方，

儘管其拒絕，仍然要求其接受：該業務的全部或一部；或收受與該業務相關之

材料或相關物品；或接受所提供的勞務。 

（4）對於勢力範圍（雖無正當權力來源，但設定其所認定的區域為自己的

權益對象範圍。下款及第 12 條之 2 第 3 款亦同。）內的營業者，不問名問，以

容任其營業作為代價，而要求金錢等供應。 

（5）對於勢力範圍內的營業者，在其營業處所要求：購入日常業務所需之

物品、與其日常業務相關的歌謠秀或其他演出的入場券、舞會卷或其他證券或

證書；或接受保全等其他與日常業務相關的有償勞務提供。 

（6）以金錢為目的之消費借貸債務上，訂定超越利息限制法第 1 條第 1

項所訂之上限額度利息的支付，或其他因不履行而預定之賠償額度超越利息限

制法第 4 條之規定，而對於債務人要求履行者。 

（6 之 2）受他人委託（除有行為人有密切關係者，或公安委員會規則所定

之人以外。），以有償或有償約定，於金錢等目的之債務中，對於債務人以粗

野或粗暴的言行，或以使其困擾的方法為訪問或電話，而要求其履行（除前款

以外者）。 

（7）對於他人，要求免除債務之全部或一部，或延期履行。 
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（8）對從事金錢貸款業務（金錢貸款或金錢貸款媒介【包含票據貼現、轉

讓抵押或類似的方法，而為金錢的交付，或以此方式收受金錢的媒介。以下各

款僅稱「金錢的借貸」】）者（以下稱「金錢貸款業務者」）以外之人，過份

地要求借貸金錢；或對於從事金錢貸款業務者，雖其拒絕，仍要求金錢借貸；

或對於從事金錢貸款業務者，要求其對於貸款利率或其他金錢貸款條件為特別

有利的條件。 

（9）證券公司（證券交易法第 2 條第 9 項的證券公司和外國證券業者相關

法第 2 條第 2 款的外國證券公司。以下各款亦同。）雖拒絕，仍要求有價證券

的信用交易（證券交易法第 156 之 24 條規定之信用交易。下列各款亦同。），

或對於證券公司要求寄存金錢額度或其他有價證券的信用交易，較該證券公司

所示之條件為顯著有利條件。 

（10）對股份有限公司或該股份有限公司的子公司（公司法第 2 條第 3 款

的子公司。），要求為股份的買取或相關媒介（以下各款稱「買取等」）、股

份有限公司的董事、執行董事、監察人或股東（以下各款稱「董事等」）雖拒

絕，但仍要求買取該股份有限公司的股份；或對於股份有限公司的董事等，要

求買取的價格或其他買取的條件，較該董事等所示的事項，為顯著有利的條件。 

（11）對基於正當權利來源而供居住或事業用途的建築物或基地擁有者，

在其反對後仍要求轉讓之。 

（12）關於土地或建物（以下稱「土地等」），佔據其全部或一部，在該

土地或土地之周邊，以表示姓名或其他方法，故意宣示其對於土地等的所有或

佔有（以下稱「支配的誇示」）；對於該土地的所有者之債權人，或使用收益

權人、擔保債權人，為取得該權利，儘管上述權利人拒絕，仍要求停止土地相

關支配誇示的對價、轉讓費等其他類似名目的金錢等供應。 

（13）受他人（除有行為人有密切關係者，或公安委員會規則所定之人以

外。）委託，在有償或有償約定下，對於交通事故或類似事故的原因者，談判

交涉該事件所生的損害賠償，並要求以該損害賠償作為金錢等的供應。 

（14）對於他人，購入商品、購入有價證券所表彰的權利或接受其所提供

的勞務，儘管無瑕疵，卻仍表示有瑕疵；或交通或其他類似事故中，儘管無損

害卻表示有損害；或誇大上述瑕疵或損害的程度，而要求損害賠償或其他類似

名目金錢等的供應。或勸說接受商品或有價證券或相類似的交易，並彌補該價

格較商品指數、有價證券指數、有價證券店頭指數高或地所造成的損害，並以

損害賠償或相類似的名目而過份要求金錢等的供應。 
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第 10 條 

何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依

頼し、又は唆してはならない。  

２  何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、

当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。 

中譯 

1.任何人，對於暴力團員，不得要求、委託、或唆使其為暴力的要求行為。 

2.任何人，不得在現場對於指定暴力團員的暴力要求行為助勢。 

 

第 11 條 

公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方

の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該

指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該

暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずること

ができる。  

２  公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、

当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行

為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超

えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するた

めに必要な事項を命ずることができる。 
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中譯 

1. 公安委員會，對於指定暴力團員的暴力要求行為，認定已危害相對人之生活平

穩或業務遂行平穩時，對於該指定暴力團員，得命令中止該暴力要求行為，或

命令確保中止該暴力要求行為的必要事項。 

2. 公安委員會，對於指定暴力團員的暴力要求行為，認定其反覆為暴力要求行為

或類似的暴力行為時，得對該指定暴力團員，於一年期間內，命令防止該暴力

要求行為的一切必要事項。 

 

第 12 條 

公安委員会は、第十条第一項の規定に違反する行為が行われた場合にお

いて、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするお

それがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、一年を超えない範囲

内で期間を定めて、当該行為に係る指定暴力団員又は当該指定暴力団員の所

屬する指定暴力団等の他の指定暴力団員に対して暴力的要求行為をすること

を要求し、依頼し、又は唆すことを防止するために必要な事項を命ずること

ができる。  

２  公安委員会は、第十条第二項の規定に違反する行為が行われており、

当該違反する行為に係る暴力的要求行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂

行の平穏が害されていると認める場合には、当該違反する行為をしている者

に対し、当該違反する行為を中止することを命じ、又は当該違反する行為が

中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。  

中譯 

1.公安委員會，對於違反第 10 條第 1 項規定行為時，且認定該行為者有反
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覆違反該項規定之危險時，得對該行為者於一年期間內，得命令其防止對指定

暴力團員或該指定暴力團員所屬的指定暴力團等的其他指定暴力團員，為要

求、委託或唆使的一切必要事項。 

2.公安委員會，對於違反第 10 條第 2 項的行為，認定該違反行為已危害相

對人之生活平穩或業務遂行平穩時，對於該違反行為者，得命令其中止，並得

命令確保中止的一切必要事項。 

 

第 16 條 

指定暴力団員は、少年（二十歳未満の者をいう。以下同じ。）に対し指

定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力

団等から脱退することを妨害してはならない。  

２  前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その

者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はその者が

指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。  

３  指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族又はその者が雇用す

る者その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定

める者（以下この項並びに第十八条第一項及び第二項において「密接関係者」

という。）に係る組抜け料等（密接関係者の暴力団からの脱退が容認される

こと又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要若しくは勧誘をやめるこ

との代償として支払われる金品等をいう。）を支払うこと又は密接関係者の

住所若しくは居所の教示その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強

要し、又は勧誘することその他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は

密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国

家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。  

中譯 

4. 指定暴力團員，不得強制或勸誘少年（未滿二十歲者。以下亦同。）加入指
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定暴力團等。亦不得妨害少年脫離指定暴力團。 

5. 除前項規定外，指定暴力團員不得以威迫的方式，強制、勸誘他人加入指定

暴力團等。亦不得妨礙他人脫離指定暴力團。 

6. 指定暴力團員，不得：威迫他人或其親族、雇用者或其他依國家公安委員會

規則（以下本項為 18 條第 1、2 項之「密切關係者」。）所定，具緊密關係者

支付脫離組織費用等（容任密接關係者自暴力團脫離或對密接關係者停止強制

或勸誘加入所需支付的金錢等。）；或強制其提供緊密關係者的住所、居所或

其他緊密關係者的情報；或勸誘使其他緊密關係者加入指定暴力團等；或為國

家公安委員會規則所定，妨礙緊密關係者脫離指定暴力團等行為。 

 

第 17 條 

指定暴力団員は、その配下指定暴力団員（指定暴力団員がその所屬する

指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示又は命令を

することができる場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下同じ。）

に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴

力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはなら

ない。  

２  前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に

対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は

他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならな

い。  

中譯 

1.指定暴力團員，不得：命令其屬下指定暴力團員（指定暴力團員，在相

關於所屬指定暴力團等的活動事項，對於其他指定暴力團員得指示或命令其他

指定暴力團員；以下亦同。）違反前條之行為；或助長其屬下指定暴力團員違

反前條之行為。 

2.除前項之規定外，指定暴力團員不得委託、唆使其他指定暴力團員違反

前條之規定；亦不得助長之。 
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第 18 條 

公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をしてお

り、その相手方が困惑していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、

当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保する

ために必要な事項（当該行為が同条第三項の規定に違反する行為であるとき

は、当該行為に係る密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴

力団等から脱退することを妨害されることを防止するために必要な事項を含

む。）を命ずることができる。  

２  公安委員会は、指定暴力団員が第十六条の規定に違反する行為をし

た場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行

為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超

えない範囲内で期間を定めて、同条第一項若しくは第二項の規定に違反する

行為の相手方若しくは同条第三項の規定に違反する行為に係る密接関係者を

指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はこれらの者が

当該指定暴力団等から脱退することを妨害することを防止するために必要な

事項を命ずることができる。  

３  公安委員会は、指定暴力団員が第十六条第一項の規定に違反する行

為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該

指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しな

かったことが当該少年の意思に反していると認められ、又は当該少年の保護

者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少

年を当該指定暴力団等から脱退させるために必要な事項を命ずることができ

る。  
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中譯 

1. 公安委員會，對於指定暴力團員行為違反第 16 條之規定，認定造成相

對方困擾時，對於該指定暴力團員，得命令其中止該當行為，或命令中止該當

行為其他必要之事項（該行為違反同條第 3 項之規定時，該行為使密接關係者

加入指定暴力團等或妨礙其脫離指定暴力團等之必要事項，亦包含之。）。 

2. 公安委員會，對於指定暴力團員行為違反第 16 條之規定，認定有反覆

違反同條規定之虞者，對於該指定暴力團員，得於一年期限內，命令：違反同

條第 1 項、第 2 項規定的相對方；或違反同條第 3 項規定行為而強制、勸誘密

接關係者加入指定暴力團等；或妨礙其脫離該指定暴力團等，防止必要事項。 

3. 公安委員會，對於指定暴力團員違反第 16 條第 1 項規定之行為，且該

行為使少年加入該指定暴力團等，或無法脫離該指定暴力團；或被認定不能脫

離違反該少年之意思；或該少年的保護者請求該少年脫離時，對於該指定暴力

團員，得命令使該少年脫離該指定暴力團等必要之事項。 

 

第 46 條 

第十一条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

中譯 

違反依第 11 條之規定所下之命令者，處一年以下有期徒刑，或科，或併科

一百萬元以下罰金。 

 

第 47 條 

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下

の罰金に処する。  

一  第十二条の規定による命令に違反した者  

二  第十二条の二の規定による命令に違反した者  
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三  第十二条の四第一項の規定による命令に違反した者  

四  第十二条の六の規定による命令に違反した者  

五  第十五条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規

定による命令に違反した者  

六  第十八条の規定による命令に違反した者  

七  第十九条の規定による命令に違反した者  

八  第二十二条の規定による命令に違反した者  

九  第二十三条の規定による命令に違反した者  

十  第二十六条の規定による命令に違反した者  

十一  第二十七条の規定による命令に違反した者  

十二  第三十条の規定による命令に違反した者  

十三  第三十条の三の規定による命令に違反した者  

十四  第三十条の四の規定による命令に違反した者  

十五  第三十条の五第一項の規定による命令に違反した者  

中譯 

該當以下各款者，處一年以下有期徒刑，或科，或併科一百萬元以下罰金： 

1. 違反依第 12 條所下之命令者 

1 之 2. 違反依第 12 條之 2 所下之命令者 

1 之 3. 違反依第 12 條之 4 第 1 項所下之命令者 

1 之 4. 違反依第 12 條之 6 所下之命令者 

2. 違反依第 15 條第 1 項（包含同條第 2 項之準用情形）所下之命令者 

3. 違反依第 18 條所下之命令者 

4. 違反依第 19 條所下之命令者 

5. 違反依第 22 條所下之命令者 

6. 違反依第 23 條所下之命令者 

7. 違反依第 26 條所下之命令者 

8. 違反依第 27 條所下之命令者 

9. 違反依第 30 條所下之命令者 
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組織性犯罪處罰法 

第 2 條 

この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結

合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織（指

揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体と

して行動する人の結合体をいう。以下同じ。）により反復して行われるもの

をいう。  

２  この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。  

一  財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行

為（日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたと

したならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たる

ものを含む。）により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該

犯罪行為の報酬として得た財産  

二  次に掲げる罪の犯罪行為（日本国外でした行為であって、当該行為

が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、

かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。）により提供された

資金  

イ 覚せい剤取締法 （昭和二十六年法律第二百五十二号）第四十一条の

十 （覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等）の罪 

ロ 売春防止法 （昭和三十一年法律第百十八号）第十三条 （資金等の

提供）の罪 

ハ 銃砲刀剣類所持等取締法 （昭和三十三年法律第六号）第三十一条の

十三 （資金等の提供）の罪 
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ニ サリン等による人身被害の防止に関する法律 （平成七年法律第七十

八号）第七条 （資金等の提供）の罪 

三  不正競争防止法 （平成五年法律第四十七号）第十一条第一項 の違

反行為に係る同法第十四条第一項第七号 （外国公務員等に対する不正の利益

の供与等）の罪の犯罪行為（日本国外でした行為であって、当該行為が日本

国内において行われたとしたならば、当該罪に当たり、かつ、当該行為地の

法令により罪に当たるものを含む。）により供与された財産  

四  公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する

法律 （平成十四年法律第六十七号）第二条 （資金提供）に規定する罪に係

る資金  

３  この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果

実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価と

して得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。  

４  この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来

する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をい

う。  

５  この法律において「薬物犯罪収益」とは、国際的な協力の下に規制

薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬

取締法等の特例等に関する法律 （平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例

法」という。）第二条第三項 に規定する薬物犯罪収益をいう。  

６  この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、麻薬特例

法第二条第四項 に規定する薬物犯罪収益に由来する財産をいう。  

７  この法律において「薬物犯罪収益等」とは、麻薬特例法第二条第五

項 に規定する薬物犯罪収益等をいう。  
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中譯 

第 2 條 

1.本法所稱之團體，乃是具有共同目的的多數人繼續性結合體。其目的或

實現意思的全部或一部行為是基於組織（基於指揮命令，而使構成員服從於預

先的任務分擔，一體行動的人的結合體）而反覆行之。 

2.本法所稱之「犯罪收益」乃是以下所列之財產： 

（1）以獲得財產上不正利益為目的所為的表列犯罪行為（日本國境外的行

為若該行為在日本國內及該行為地皆屬犯罪行為，亦包含之）所產生，或因該

當犯罪行為所獲得之財產或作為犯罪行為報酬所獲得之財產。 

（2）為下列犯罪行為（日本國境外的行為，若本項 a、b、d 款行為在日本

國內及該行為地皆屬犯罪行為，亦包含之）提供資金者。 

A.麻醉藥劑取締法第 41 條之 10：麻醉藥劑原料輸入相關資金提供罪 

B.賣春防止法第 13 條：資金提供罪 

C.持有槍砲刀劍類取締法第 31 條之 13：資金提供罪 

D.沙林毒氣等人身被害防止防止相關法第 7 條：資金提供罪 

（3）不公平競爭防止法第 11 條 1 項的違反行為（在日本國境外的行為，若該行

為在日本國內及該行為地皆屬犯罪行為，亦包含之），關於同法第 14 條 1 項 7

款（提供外國公務員不正利益）犯罪行為所用的財產。 

（4）提供資金予以脅迫公眾為目的之犯罪行為之處罰相關法律第 2 條相關

之資金。 

3.本法所稱「自犯罪收益而來之財產」，系指因犯罪收益之成果所得之財

產、犯罪收益的對價所得之財產、上述財產的對價所得之財產，進而基於其他

犯罪收益的保有或處分行為所得之財產。 

4.本法所稱之犯罪收益是：犯罪收益、由犯罪收益所來之財產或上述財產

與上述以外財產混合之財產。 
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5.本法所稱之「藥物犯罪收益」乃是麻藥特別法第 2 條第 3 項所規定之藥

物犯罪收益。 

6.本法所稱之「自藥物犯罪收益來由之財產」乃是麻藥特例法第 2 條第 4

項所規定之自藥物犯罪收益來由之財產。 

7 本法所稱之藥物犯罪收益乃是麻藥特例法第 2 條第 5 項所規定之藥物犯

罪收益。 

第 3 條 

次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動（団体の意思決定に基

づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰屬するもの

をいう。以下同じ。）として、当該罪に当たる行為を実行するための組織に

より行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。  

一  刑法 （明治四十年法律第四十五号）第百八十六条第一項 （常習賭

博）の罪 五年以下の懲役  

二  刑法第百八十六条第二項 （賭博場開張等図利）の罪 三月以上七

年以下の懲役  

三  刑法第百九十九条 （殺人）の罪 死刑又は無期若しくは六年以上

の懲役  

四  刑法第二百二十条 （逮捕及び監禁）の罪 三月以上十年以下の懲

役  

五  刑法第二百二十三条第一項 又は第二項 （強要）の罪 五年以下の

懲役  

六  刑法第二百二十五条の二 （身の代金目的略取等）の罪 無期又は

五年以上の懲役  

七  刑法第二百三十三条 （信用毀損及び業務妨害）の罪 五年以下の

懲役又は五十万円以下の罰金  
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八  刑法第二百三十四条 （威力業務妨害）の罪 五年以下の懲役又は

五十万円以下の罰金  

九  刑法第二百四十六条 （詐欺）の罪 一年以上の有期懲役  

十  刑法第二百四十九条 （恐喝）の罪 一年以上の有期懲役  

十一  刑法第二百六十条 前段（建造物等損壊）の罪 七年以下の懲役  

２  団体に不正権益（団体の威力に基づく一定の地域又は分野における

支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当

該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。

以下この項において同じ。）を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若し

くは拡大する目的で、前項各号（第一号、第二号及び第九号を除く。）に掲

げる罪を犯した者も、同項と同様とする。 

中譯 

1.以該當下列各款之罪之行為為團體活動（基於團體的意思決定，而其效

果或利益歸屬於該團體），以實行犯罪行為為目的之組織為手段，而犯該罪者依

下列各款之刑處之： 

（1）刑法第 186 條第 1 項（常習賭博罪）：處五年以下有期徒刑 

（2）刑法第 186 條第 2 項（開設賭場營利罪）：處三月以上，七年以下有

期徒刑 

（3）刑法第 199 條(殺人罪)：處死刑、無期徒刑或五年以上有期徒刑 

（4）刑法第 220 條（逮捕或監禁罪）：處三月以上，十年以下有期徒刑 

（5）刑法第 223 條第 1 及第 2 項（強制罪）：五年以下有期徒刑 

（6）刑法第 225 條之 2（擄人勒贖罪）：處無期徒刑或五年以上有期徒刑 

（7）刑法第 233 條（妨害信用及妨礙業務罪）：處六年以下有期徒刑，或

併科五十萬元以下罰金 

（8）刑法第 234 條（暴力妨礙業務罪）：處五年以下有期徒刑，或併科五

十萬元以下罰金 

（9）刑法第 246 條（詐欺罪）：處一年以上有期徒刑 

（10）刑法第 249 條（恐嚇罪）：處一年以上有期徒刑 
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（11）刑法第 260 條前段（建築物毀損罪）：處七年以下有期徒刑 

2.以獲得團體（基於團體的勢力而在一定地區、領域具備支配力，且該團

體之構成員以犯罪或其他不正行為而使團體或構成員，較易獲得繼續性的利益）

的不正權益或為維持、擴大團體的不正權益為目的，而為前項（除 1、2、9 款

以外）之各款的犯罪行為者，亦同。 

 

第 4 條 
前条第一項第三号、第五号、第六号（刑法第二百二十五条の二第一項 に

係る部分に限る。）、第九号及び第十号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、

罰する。 

中譯 

前條第 1 項第 3 款、5 款、6 款（僅限於 225 條之二第 1 項）、9 款及 10

款之罪，未遂犯罰之。 

 

第 5 條 
第三条第一項第六号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提

起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、

その刑を減軽する 

中譯 

第 3 條第 1 項第 6 款所列之犯罪者，於公訴提起前，將被略誘或被誘拐者

釋放於安全場所者，減輕其刑。 

 

第 6 條 

次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該

行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をし
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た者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首し

た者は、その刑を減軽し、又は免除する。  

一  刑法第百九十九条 （殺人）の罪 五年以下の懲役  

二  刑法第二百二十五条 （営利目的等略取及び誘拐）の罪（営利の目

的によるものに限る。） 二年以下の懲役  

２  第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした

者も、同項と同様とする。 

中譯 
下列各款之罪，以其所為的行為作為團體活動，且以實行該行為為目的之

組織為手段，而預備犯罪者，依下列各款所訂之刑處罰之。但實行著手前自首

者，減輕或免除其刑。 

（1）刑法 199 條（殺人罪）：五年以下有期徒刑 

（2）刑法第 225 條（營利目的等掠取或誘拐罪，以營利目的為限）：二年

以下有期徒刑。 

 

第 7 條 

禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、

当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号のい

ずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。  

一  その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者  

二  その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若し

くは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者  

三  その罪に係る自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に

必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、

正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者  
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２  禁錮以上の刑が定められている罪が第三条第二項に規定する目的

で犯された場合において、前項各号のいずれかに該当する者も、同項と同様

とする。 

中譯 
1.對有期徒刑以上之罪者，以下列各款之行為作為團體活動，且以實行該

行為為目的之組織為手段而犯罪者，處三年以下有期徒刑或併科 20 萬元以下罰

金： 

（1）藏匿上述犯罪者或使其隱蔽者 

（2）隱滅、偽造、或變造有關他人為上述刑事案件的證據，或使用偽造、

變造之證據者 

（3）對於被認為與自己或他人刑事案件的搜索或審判上，具備必要知識者

或其親屬，就該案件，無正當理由卻強求會面或實施強談、威迫行為者 

2.對於具第 3 條第 2 項之目的而犯有期徒刑以上之罪者，為前項各款之行

為者，亦同。 
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共謀罪草案 

內閣初始提案版本 

一、次の各号に掲げる罪に当たる行為で，団体の活動として，当該行為を実行

するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は，当該各号に定める

刑に処する。ただし，実行に着手する前に自首した者は，その刑を減軽し，又

は免除する。 
（一）死刑又は無期若しくは長期１０年を超える懲役若しくは禁錮の

刑が定められている罪，５年以下の懲役又は禁錮 
（二）長期４年以上１０年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている

罪，２年以下の懲役又は禁錮 
二、前項各号に掲げる罪に当たる行為で，第３条第２項に規定する目的で

行われるものの遂行を共謀した者も，前項と同様とする。 
 

內閣 新提案版本 

一、次の各号に掲げる罪に当たる行為で，団体の活動（その共同の目的がこれ

らの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体に係るものに限る）

として，当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した

者はその共謀をした者のいずれかによりその共謀に係る犯罪の実行に資する

行為が行われた場合において，当該各号に定める刑に処する。ただし，実行に

着手する前に自首した者は，その刑を減軽し，又は免除する。 
（一）死刑又は無期若しくは長期１０年を超える懲役若しくは禁錮の

刑が定められている罪，５年以下の懲役又は禁錮 
（二）長期４年以上１０年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている

罪，２年以下の懲役又は禁錮 
二、前項各号に掲げる罪に当たる行為で，第３条第２項に規定する目的＊2
で行われるものの遂行を共謀した者も，前項と同様とする。 
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