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Ⅰ　はじめに

かつて日本において暴力団と言えば、任侠映画に出てくるような義理と人情に

厚い、「強きをくじき、弱きを助ける」アウトロー集団を思い描く人が多かった

かもしれない。しかし、昨今の暴力団は、福岡県を筆頭に各地で窃盗や詐欺など

の一般的な犯罪から民事介入暴力まで多種多様な活動を行う、暴力団相互の抗争

も多々繰り広げるなど、かつての面影はほとんどない。
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特に、2011年には、入院中の患者が暴力団員に間違えられ、誤って射殺された

事件が起こった。このように、暴力団同士の抗争に市民が巻き込まれ、生命や身

体に害悪をもたらす事件が近年相次いでいる。これまで市民と共生していたよう

に思われた暴力団は、今や年々凶悪化し、社会に対して危険を増幅させる存在と

なっているのである。

九州で激化する暴力団の情勢を受けて、2012年に暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律が改正されたことが話題になったのは記憶に新しいだろう。

新たに特定抗争指定暴力団についての条項が盛り込まれ、禁止行為も27種類に増

えたが、果たして社会の脅威となっている暴力団に対して既存の制限で十分なの

だろうか。

ドイツやフランスなどヨーロッパの諸外国では憲法上で反社会的な勢力の団体

に制限をかけている一方、アメリカではそれが一切なされず、犯罪に対応する法

律を増やすことによってギャングの行動を細かい網の目で取り締まっている現状

がある。

そこで、本論文では、日本における暴力団の団体規制の可否を明らかにし、暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律に新たに追加すべき条項を提言す

ることを目的とする。そのために、第Ⅱ章では「団体規制の憲法上の可否」とし

て憲法21条 1項で保障されている結社の自由との関係から一定の団体を制限する

ことができるのかを論じ、さらには現在日本に存在する団体規制法の運用につい

て記述する。そして、第Ⅲ章では、現行法によって暴力団がどのように規制され

ているのかを確認し、そこから見る現行法の課題について検討する。続く第Ⅳ章

では、諸外国における団体規制の意義や結社の自由との関係について論じたい。

そして最後に第Ⅴ章として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律へ

の提言とともに、暴力団の解散を命じることや犯罪結社罪の導入が憲法上の権利

にどのように関わってくるのか、考えを述べることとしたい。

Ⅱ　団体規制の憲法上の可否

1　結社の自由との関係

まず、暴力団のみを対象とする規制は、団体そのものに対する制限であるから、

憲法21条 1項の保障する結社の自由との関係で問題となる。結社とは、多数人が

集会と同じく政治、経済、宗教、芸術、学術ないし社交など、様々な共通の目的
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を持って、継続的に結合することをいう。この自由が他の条文で重ねて保障され

ている場合もある1）（宗教団体につき20条、労働組合につき28条）。結社は、多数人

が結社した後、共通の目的のもとに継続して存在する点で、集会とは異なってい

る2）。

憲法の保障する結社の自由には、個人が団体を結成し、それに加入することが

妨げられないという「個人の自由」の保障と、それを通じて組織された団体自体

が自由に活動し、存続することを認められるという「団体の自由」の保障という

2つの内容が含まれている。これらの権利が保障されてはじめて、団体は自らの

意思の形成とその意思実現のための諸活動を自由に行うことができるのである。

公権力による干渉を受けること、その中でも特に解散指定処分というものは、結

社の存在を否定し、結社の自由の全面否定を意味するため、問題となる3）。

結社の自由は、集会の自由と同じく一定の内在的制約に服する。例えば、犯罪

を行うことを目的とする結社が許されず、憲法秩序の基礎を暴力により破壊する

ことを目的とした結社も保障の対象とならないと抽象的にはいえる。しかし、憲

法秩序の基礎という過度に広汎で不明確な原則を持ち出して結社の自由を規制す

る試みは、規制の対象、理由、方法、時期などにもよるが、一般的にはかえって

憲法を支える立憲民主主義の破壊につながるおそれが大きい4）。また、そのよう

な結社に対して事前の規制をすることは結社の自由の本質を否定することにもな

るから、規制はあくまでも事後に、十分な根拠と具体的規制方法の確立のもとに

なされなければならない5）。

そうすると、組織そのものを壊滅させるような犯罪組織を結社する行為そのも

の、あるいは犯罪組織に加入する行為を処罰の対象とするような法規制を採るこ

とは日本では認められにくいこととなる。

しかし、従来の学説が危険視しているのは、事前規制の濫用的な利用によって

結社の自由がないがしろにされることであるから、適用対象が明確であって、そ

の対象が、国民の生活の根幹をも害するような極めて危険な団体であり、かかる

行為に及ぶおそれが極めて高いものに限定できるのであれば、事前規制をする余

地はないこともないであろう。特に、犯罪目的を掲げていなくとも犯罪を常習的

に行う団体を作る自由というものは、反社会的性格を持つから憲法上保障されて

いないはずであるし、現行法で反社会性が罰せられていることとの矛盾から保障

することも許されないものである。そのため、問題はいかにしてその適用対象を

明確化するかということであり、立憲民主主義に与える影響を最小限にする方法
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を探さねばならない。

近年の学説では、犯罪を行うことそれ自体を目的とする結社は内在的・本質的

な制約として禁止される説6）や、憲法秩序の基礎を暴力により破壊することを目

的とする結社を禁止する説7）がある8）。これにつき、前者の学説では反社会的結

社の禁止は保護領域の限定ではなく、制限の正当化の問題であること、立法者が

刑法の拡張を通じて禁止される結社を広げることがないように、禁止についての

実質的正当化が要求されることが看過されてはならないとされている9）。そして、

両者の学説に共通していえることは、およそ一定の目的の結社を禁止しうるかと

いう抽象的問題と、いかなる場合に特定の結社を禁止しうるかという具体的問題

とは区別されなければならず、結社禁止の具体的要件については慎重な判断が求

められることであるとされている10）。

ここで、後ほど本章 3節で論じるが、破壊活動防止法の解散制度については、

憲法上、暴力による憲法または政府の転覆という破壊活動を目的とする結社に対

する規制が許されないわけではないとされている11）。そして、立憲民主制諸国は

一般に武力で秩序転覆を図る団体やテロリズム団体等に対する防衛措置を講じて

おり、占領期の措置を前提に成立した現行憲法としても、暴力主義的破壊活動を

行う団体まで容認する趣旨を持つとは考えがたいとされている12）。

このような近年の学説や意見を踏まえると、私としても、少なくともおよそ一

定の目的の結社を禁止しうるかという抽象的問題について、そのような結社を禁

止することが憲法上許容されると解されることに異論はない。ただ、いかなる場

合に特定の結社を禁止しうるかという具体的問題については、結社の自由の侵害

との兼ね合いから、その具体的な基準を慎重に判断しなければならないとする見

解が妥当であろう。

2　団体に対する規制の影響

団体に対する規制として究極的なものとしては、団体そのものを解散させてし

まう規制であろう。団体の解散指定処分の影響は、単に団体そのもののみならず、

その団体を構成する個人の自由を全面的に剝奪する効果をもたらす。また、解散

指定処分という強度の規制がかけられなくとも、公安審査委員会による観察処分

がなされれば、団体の構成員はもちろんのこと、その周辺にいる人々や組織に対

しても日常的な監視と規制という形で、根本的な市民活動の自由の侵害にまで及

ぶ行為が行われることが考えられる13）。
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さらには、団体規制という措置を通して結果的に、違法活動に関与した構成員

の刑事責任を問う範囲を超えて、当該違法活動にいかなる形でも関与しなかった

構成員の個人の自由を奪ってしまう点でも、一律・一様な団体規制処分には問題

があるのではないかと考えられている14）。

3　団体規制を行う現行法

このような点を踏まえつつ、旧来団体に対する規制がどのように扱われてきた

かを明らかにしたい。以下では、日本で創設された、「破壊活動防止法」と「無

差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」の 2つの団体規制法と、オ

ウム真理教解散命令事件について見る。

（ 1） 破壊活動防止法

（a） 立法の経緯

団体の規制に関する法律の一つに、破壊活動防止法（以下、「破防法」とする。）

がある。破防法は、内乱・外患の罪または政治上の主義もしくは施策を推進し、

支持し、もしくはこれに反対する目的（政治目的）をもって、団体の活動として

騒乱、放火、殺人などの暴力主義的破壊活動を継続または反復して行い、将来さ

らに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う「明らかなおそれ」がある場合

にそれを除去するために、活動制限処分及び当該団体の活動を全面的に禁止する

解散指定処分を規定している（破防法 7条）。

この法律は、共産党によって引き起こされたとみなされた列車転覆事件・警察

署等の襲撃事件の続発を背景に、共産党や朝鮮総連を念頭に置いて制定されたと

されている15）。戦後、GHQの支配下では、占領法令のうちの一つである団体等

規制令16）が多く運用されていたといわれている17）。この規制令は、米ソ間の冷戦

を背景に作られた、共産主義者を根絶する狙いを持つ警察令であった。占領軍は、

反憲法的な性格の否めないこの法を使って共産党の機関紙の出版不能や国会議員

の逮捕など数々の規制を行っていたため、不満の声も多かったという18）。ところ

が、日本占領の終期になり占領令の失効が迫ると、長年根付いている反共主義を

持つ国会の上層部からは、この団体等規制法の存続を願う声があがった19）。そこ

で、1952年にポツダム政令という法形式に代わって、国会の承認を得て成立した

のが、団体等規制法の中身を引き継いだ破防法であった。

破防法は、暴力主義的破壊活動を行った破壊的団体の団体活動を規制する部分
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と、暴力主義的破壊活動に関して刑法を補正する部分から成っている20）。破防法

の本体ともいえる前者の団体規制の部分は、前述のとおり共産党の団体規制を目

的に作られたものの、今日に至るまで適用されてこなかった。それは、この法律

が制定されるにあたって戦前の治安維持法の記憶から強く反対する者も多く慎重

になっていたことや、破防法適用の効果・リスクに関する思惑があったからだと

されている21）。そのため破防法は死に体の法律であるといわれている22）。

（b） 合憲性

破防法 7条による規制は、活動の制限と、団体の活動を全面的に禁止する点で、

憲法の保障する結社の自由との緊張関係がある。本章 1節で述べたように、憲法

または政府の転覆という破壊活動を継続して行う団体を作る自由は憲法上保障さ

れないとされていることや、国家そのものが守られなければ、市民にいくら権利

が与えられていたとしてもそれを行使することは困難になり、一般社会に与える

害悪が著しく大きいと考えられることから、かかる団体については、抽象的問題

として、団体としての活動を全面的に禁止する処分をすることも許されるはずで

ある。

もっとも、萎縮効果との関係から、その適用範囲が明確であることが必要にな

るところ、本件では、暴力主義的破壊活動を「継続または反復」して行うこと、

破壊活動を行う「明らかなおそれ」のある場合であることの 2点で限定をしてい

る。一度のみならず複数回暴力主義的破壊活動を行っている団体という限定に関

して、いかなる行為が暴力主義的破壊活動に該当するかについては疑義が生じう

るかもしれない。しかし、暴力主義的破壊活動の定義は破防法 4条 1項 1号で、

刑法によって犯罪とされている内乱・外患等の行為を基本類型として、その教

唆・煽動や当該行為の正当性や必要性を主張する文書・図画の印刷・頒布・公然

掲示・同じ内容の無線通信・有線放送による通信、 2号で、「政治上の主義若し

くは施策を推進し、又はこれに反対する目的（＝政治目的）」を持つ刑法その他法

律で処罰の対象とされている行為を基本類型としてその予備・陰謀・教唆・煽動

にまで拡張し、その行為全体を示しているのだから、このような限定があれば、

適用範囲は明確であると考えられよう。

また、「明らかなおそれ」については、かかる規制が事前抑制的であることを

も考慮して、重大な法益侵害が発生する明白かつ現在の危険がある場合であると

解すれば、その疑義も明確であるといえる。

このような議論を踏まえれば、本件破壊活動防止法も一応その合憲性は認めら



7

れる。

（c） オウム真理教への破防法 7条適用問題

ア　概要

適用はされなかったものの、1997年には、オウム真理教が政治上の主義として

松本智津夫を独裁的主権者とする専制政治体制を日本に樹立することを目的とし、

松本サリン事件において反対勢力の抹殺という無差別殺人を行ったことから、将

来も暴力主義的活動を行う蓋然性が高いとして、破防法 7条の団体解散の指定請

求がなされたことがあった23）。

この件につき、公安審査委員会は、オウム真理教が松本サリン事件において、

団体の活動として政治上の主義を推進する目的で殺人、同未遂の行為を行ったこ

と、すなわち破防法 4条 2号所定の暴力主義的破壊活動を行ったことは認められ

るが、本処分請求時と処分決定時とは大きな状況の変化があり、本団体の組織と

しての人的、物的、資金的能力は格段に低下していて、今後近接した時期に、団

体の活動として暴力主義的破壊活動に該当する危険、いわゆる「将来の危険」の

発生する蓋然性は乏しいとして、本請求を棄却した24）。

イ　考察

本検討では、オウム真理教への破防法の適用は見送られたが、破防法の要件で

ある「継続又は反復して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う

明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があること」について「明ら

かなおそれがあると認めるに足りる十分な理由」を考える際に、危険発生の急迫

性や即時性の要求を補充して厳格に解していたように考えられる。その理由とし

て、公安審査委員会は破防法の要件をこのように厳格に判断しなければ違憲とな

ると考えていたように思える。

学説には、「過去の不適法な行為」の存在は「将来の危険」の推定根拠として

機能するものであるから、過去の行為と将来の危険を別々に考慮するのではなく、

過去の暴力主義的破壊活動の存在のみをもって判断すれば足りるとする説もあ

る25）。しかし、過去になされた行為が必ずしも将来の行為の存在を保証するもの

とはいえないし、結社の自由との関係から処罰範囲を不当に広げすぎないために

も、破防法 7条の要件についてはより慎重に、厳格に判断しなければならないと

考える。

それを踏まえると、団体が暴力的な破壊活動を執拗に繰り返す危険が明らかで

あるという破防法 7条の要件に加えて、将来の危険の発生に急迫性及び即時性が
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認められ、かつ、団体の解散以外の方法ではそうした破壊活動を抑止することが

不可能な場合には少なくともこのような規定を適用することは許されるとする

説26）が妥当であると考えられよう。

（ 2） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

（a） 立法の経緯

オウム真理教の幹部が1994年に行った松本サリン事件及び1995年の地下鉄サリ

ン事件は、毒ガスであるサリンを用いて不特定多数の市民の生命身体に極めて甚

大な被害をもたらした事件である。これらの凶悪重大事件を引き起こしたオウム

真理教は、殺人を肯定する危険な教義を保持するなど危険な体質を維持しつつ、

活動拠点を全国各地に展開して活動を活性化させたことから、オウム真理教が進

出した拠点周辺に居住する住民や国民一般に対し大きな不安や危惧を与えていた。

このような事情を背景に、団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体に

ついて、一定の規定措置が社会に必要であるとの認識が広まり、1999年12月 7日

にこの法律が公布された27）。

（b） 考察

本法は、無差別大量殺人行為が暴力主義的破壊活動の中でも治安の根幹を揺る

がしかねない極めて危険な行為であり、再発を防止することが困難であることか

ら、これを団体の活動として行い、現在も無差別大量殺人行為に関する危険な要

素を保持している団体について、その危険性の増大を防止する必要がある場合に

はその団体の活動を停止させる再発防止処分を迅速な手続によって行いうるよう

にしたものである28）。

このような法律は、一定の行為が行われた場合にはじめて適用されるという点

では、事後的な規制であるようにも思えるが、再発の防止を目的とする点では、

事前規制としての側面を有するものである。それにもかかわらず、このような事

前規制的なものであっても許容されるのは、大量殺人という行為の危険性・もた

らす弊害の重大性から特に強い規制の必要性が認められるという点と、ひとたび

危険な行為に及んだ団体には、さらに追加的にかかる行為に及ぶ蓋然性も特に高

いと認められるからであると考えられよう。

本章 1節でも述べた通り、いかなる場合に特定の結社を禁止しうるかという結

社禁止の具体的要件については、慎重な検討がなされるべきであるとするところ、

適用にあたっては、本法が結社の自由を侵害しかねない観察処分や再発防止処分
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を容認していることからも、侵害・制約の要件の明確性（漠然性の禁止）と最小

限度性（要件における過度の広範性の禁止）、そして規制措置の不可欠性（効果にお

ける過度の広範性の禁止）を慎重に検討すべきだとする意見29）が妥当であろう。

なお、本法は、オウム真理教による松本サリン事件や地下鉄サリン事件といっ

た特定の事件が契機となって制定された法律であるために、法の一般的・抽象性

を欠き恣意的であるとしばしば学説上で批判されているものの30）、恣意性の有無

は法の下の平等の問題として検討すれば足りるため、このような法律がただちに

違憲となるわけではないと解されよう31）。

さて、破防法に基づく解散の指定は見送られたため、2000年 1月に、公安審査

委員会は本法に基づき、教団に対する向こう 3年の観察処分を決定した32）。その

後、観察処分の取消を巡る裁判33）も行われたがその取消請求は棄却され、観察

処分による人権の制限の程度は、当該団体が再び無差別大量殺人行為の準備行為

を開始するという「具体的な危険」の発生の防止のために「必要かつ合理的な範

囲」に留まるべきだとされた。一方これに対し、観察処分期間更新決定の取消請

求を棄却した裁判34）では、処分の要件として具体的現実的な危険の存在は不要

だとしている。

（ 3） オウム真理教解散命令事件35）

（a） 事件の概要と判旨

本裁判では、オウム真理教に対する宗教法人法81条に基づいた裁判所の解散命

令が、団体を解散させるという強い制限であるため、結社の自由を不当に侵害し

ているのではないか、及びその団体の構成員である信者の信教の自由を侵害して

いるのではないかが問題となった。

まず、前者の結社の自由との関係について本判決は、「解散命令によって宗教

法人が解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、

これを新たに結成することが妨げられるわけではなく、また、宗教上の行為を行

い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。」

と述べ、解散命令の基になる本制度について、宗教団体の精神的・宗教的側面へ

の不介入という宗教法人法の基本原則を踏まえ、法人格の剝奪を可能にするとい

う世俗的側面での法的効果のみを承認した。

次に、後者である信者の信教の自由の侵害について本判決は、「宗教法人の解

散命令が確定したときはその清算手続が行われ（宗教法人法49条 2項、51条）、そ
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の結果、宗教法人に帰属する財産で礼拝施設その他の宗教上の行為の用に供して

いたものも処分されることになるから（同法50条）、これらの財産を用いて信者ら

が行っていた宗教上の行為を継続するのに何らかの支障を生ずることがあり得る。

このように、宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約す

る効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあるとする

ならば、憲法の保障する精神的自由の一つとしての信教の自由の重要性に思いを

致し、憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなけ

ればならない。……抗告人を解散し、その法人格を失わせることが必要かつ適切

であり、他方、解散命令によって宗教団体であるオウム真理教やその信者らが行

う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障

は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。」と述べた。

（b） 考察

この判決で注目された点は、破防法の定める公安審査委員会による団体の解散

指定処分が当該団体のためにする行為の全面的な禁止を意味するのに対し、本件

解散命令は信者が法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは新団体を結成

することを禁止する法的効果を持たないものであるから、宗教的結社の自由への

侵害とはならないとされた点である36）。

宗教法人法81条は、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認め

られる行為や、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為があった場合等、基本的に

過去の一定の行為が行われたことを前提としてその解散が認められるものであ

る37）と考えられる。

そうすると、特定の団体について、解散等の規制を行うことも、過去の不適法

な行為を理由とする場合や、将来の害悪発生の十分な危険性が認められる場合に

限定されているのであれば、そのような法も合憲となるように思われる。特に宗

教団体であっても、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認めら

れる行為等をした場合に規制が認められていることを踏まえれば、宗教団体でな

い団体に対する団体規制については一層認められやすいように考えられよう。

ここで、例えば暴力団が法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに

認められる行為を行ったときにこのような処分が可能なのかといえば、そもそも

暴力団という団体には法人格が付与されていないため、法人格を剝奪させること

で解散させるという前提を欠く。しかし、近年の暴力団は不動産業などの会社を

作り、表向きは健全な会社を経営しているため、暴力団がそのような会社を隠れ
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蓑に裏金を動かしていることが明らかにされれば、その会社の法人格を剝奪し、

その会社における暴力団の活動を停止させることができる。ただ、当該会社の法

人格を奪ったところで、新しい名前の会社を立ち上げる自由は暴力団に禁止され

ていないのだから、結局のところイタチごっこになってしまい、表に書いてある

会社は潰せるが裏の暴力団は潰せないというジレンマに陥ってしまう。

そこでこれから、このような暴力団に対し現行法ではどのような規制がなされ

ており、どのような点に課題があるかを検討していきたい。

Ⅲ　日本における暴力団の規制

1　暴力団の現状

暴力団は、一般社会の親子・兄弟等の血縁関係を擬した擬制血縁関係によって

厳格に定められている組織であり38）、形式上は犯罪それ自体を目的としておらず、

任侠道を広めるなどと謳っているため、表面上は犯罪組織でないことに特徴があ

る39）。暴力団の目的は非常に不透明であるが、実質上は犯罪の遂行であり反社会

的な活動を行い、団体の存在を根拠にして犯罪が行われているとされている40）。

2013年末時点での全国の暴力団構成員と準構成員は、前年から4600人減少した

5万8600人で、統計を取り始めた1958年以降最少となっている。その理由として

は、継続的な暴力団取り締まり等の影響で暴力団の資金源活動がかなりの偪迫を

余儀なくされたことから経済的に苦しくなったことが挙げられる41）。

ところが、それは他方で、暴力団に、合法・非合法問わず、「金になるならば、

なんにでも手を出す」という多角経営的な活動をさせるようになってしまった42）。

博徒や的屋から企業家として変容を遂げた暴力団は、合法企業を仮装して麻薬の

不正取引、金融、建設、運輸、興行などの業種において非合法に収益を上げ、再

投資も行っている43）。その資金源犯罪は知能化・多様化していき、主要 3団体と

呼ばれる山口組、住吉会、稲川会を中心に、まさにイタリアのマフィアのような

犯罪集団へと成長しているとされている44）。

それに加え、資金源が乏しくなると、拳銃など殺傷力の極めて高い凶器を使

用45）した暴力団同士の抗争事件が増大し46）、一般市民に対する無差別発砲事件や

警察官への発砲等にもつながっているため、日本社会に対する害悪は一層高まっ

ている。

以上のことから、暴力団の全体数は減っているものの、いまだ極めて厳しい情
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勢にあるといえよう。

2　規制法

そこで、現行の暴力団を規制する法である、「暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律」（以下、「暴対法」とする。）と「暴力団排除条例」（以下、「暴排

条例」とする。）が暴力団をどのように規制をしているか検討したい。

（ 1） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（a） 概要

本法では、規制の対象を明確にするため、暴力団を「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。」と定義し（ 2条 2号）、都道府県公

安委員会が定める暴力団のうち、暴力団員が生計の維持、財産の形成または事業

の遂行のための資金を得るために暴力団の威力を利用することを容認することを

実質上の目的とする団体であって、犯罪経歴を保有する暴力団員が一定割合を占

め、首領の統制の下に階層的に構成された団体を指定暴力団と定めた（ 3条）。

その上で、暴対法は次の 3つの規制を行うこととしている。 1つ目は、暴力団

員による民事介入暴力行為が広範に行われ、市民に多大な被害を与えているが、

犯罪捜査という手法によっては解決できない事例が多いことから、暴力団員が行

う一定の類型の民事介入暴力行為について行政的な規制を行い、市民の被害を防

止すること、 2つ目は、暴力団の対立抗争が発生した場合に、暴力団事務所付近

の住民等に多大な被害、迷惑、不安感を与えていることから、対立抗争の早期鎮

圧等を目的として暴力団事務所の使用制限を行い、対立抗争による一般市民に対

する危害を防止すること、そして 3つ目は、暴力団員が、暴力団事務所及びその

周辺において一般市民に対する迷惑行為を行っていることから、その防止のため

の措置を講ずること、である47）。

通常の個人や団体が行うと可罰的でない行為も特定の団体に所属している人間

が行うと犯罪になるという指定制と、禁止される行為を列挙する行為規制が暴対

法の大きな特徴とされているものの48）、個人規制の手法を取っているとはいえ、

いわゆるレッテル貼りなどの問題もあるために、暴対法が結社の白由を制限する

法律であるとして違憲であるとの学説も存在する49）。
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（b） 合憲性

ここで、暴対法の合憲性について検討したい。暴対法の憲法適合性は、指定処

分を争う訴訟においていずれも大きな争点となっていた。以下、簡単に紹介する。

1件目は、暴対法 3条に基づき暴力団指定の処分を受けた工藤会が公安委員会

に対し、その指定処分の取消を求めた事件50）である。ここで、裁判所は、「暴対

法の基本的骨組みは、団体としての結社そのものを直接に禁止するのではなく、

同法 3条の暴力団であることの指定を通じ、その指定暴力団に属する暴力団員の

一定の具体的行為を規制するという間接的なものである」と述べ、「この点から

直接、団体の結社の自由を奪うものではない」として合理性を認めた。その上で、

基本的には憲法上の権利の制限が他の人権等の公共の福祉の観点から制限を受け

ることはやむを得ないとの立場に立ち、かかる観点から必要性や同法の規制方法

等を論じ、合憲性を肯定した。

2件目51）、 3件目52）ともに争点は同様のものであり、京都地裁は、暴対法の制

定目的は、暴力団員の行う民事介入暴力行為について行政的規制を行うことなど

にあり暴力団の壊滅を目的とするものではないとし、制限の態様及び程度も必要

かつ合理的なものであるとして取消請求を棄却した。暴対法の憲法適合性につい

ては、いずれも地裁段階の判決ではあるがほぼ固まったとされており53）、私も異

論はない。

（c） 改正暴対法の成立

ア　改正の経緯

暴対法が施行されてから、暴対法で規定されている禁止行為を行った暴力団員

の検挙率は以前よりも上がったものの、事業者に対する襲撃事件54）や道仁会と

九州誠道会をはじめとした暴力団相互の対立抗争55）は激化するばかりであった。

そこで、こうした暴力団情勢を踏まえ、2012年10月より、企業襲撃を繰り返した

り、抗争事件を起こしたりするなど、対立抗争に係る指定暴力団を特定抗争指定

暴力団として制限する条項が新たに盛り込まれた56）（15条の 2）。

これは、指定暴力団のうち、「特定抗争指定暴力団」に指定された暴力団にの

み適用される条文である。そして、このような暴力団に指定されると、15条の 3

により、特定抗争指定暴力団の指定暴力団員が「多数で集合すること」を禁止さ

れることとなる。

これは、直接的には、憲法21条 1項の保障する集会の自由との関係が問題とな

るも、このような規制によって、団体としての活動が事実上制約を受けることと
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なるから、結社の自由に対する間接的な制約としてその合憲性が問題となる。

第15条の 2　指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合

において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体

に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴

力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれがある

と認めるときは、公安委員会は、 3月以内の期間及び当該暴力行為により人

の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要

する区域（以下この条及び次条において「警戒区域」という。）を定めて、当該

対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定するものと

する。

［以下略］

第15条の 3　特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、警戒区域において、

次に掲げる行為をしてはならない。

1　当該特定抗争指定暴力団等の事務所を新たに設置すること。

2　当該対立抗争に係る他の指定暴力団等の指定暴力団員（［中略］以下この

号において「対立指定暴力団員」という。）につきまとい、又は対立指定暴力

団員の居宅若しくは対立指定暴力団員が管理する事務所の付近をうろつく

こと。

3　多数で集合することその他当該対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を

誘発するおそれがあるものとして政令で定める行為を行うこと。

イ　15条の 2、 3の合憲性

そこで、かかる規定の合憲性について検討する。まず、特定抗争指定暴力団へ

の指定の可否が問題となる。もっとも、特定抗争指定暴力団に指定されるのは、

①「指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合」において、

②「当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危

害を加える方法によるものであり」かつ、③「当該対立抗争に係る暴力行為によ

り更に人の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれがあると認めるとき」

となっている。①、②の要件は現実の抗争事件を前提にしており、客観的な要件

といえる。そして、その抗争の内容も銃器を使うなどといった危険性が高く、組
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織的犯罪に特有の危険性を内包するものに限定されている。そして、③の要件を

みれば、規制の必要性が特に強いものであるから、このような特定の方法もただ

ちに違憲になるとは考えにくい。もっとも、指定によって、団体としての活動が

一切できなくなるのであるとすれば、間接的に結社の自由を制限するものとして

違憲となるおそれもある。

そこで、特定抗争の指定を受けるとどのような活動が制限されるかについて見

るに、前述のように「警戒区域」内において、「多数で集合すること」と「暴力

行為を誘発する行為」が禁止されることになる。

ここで、まずかかる規制の必要性について見るに、多数での集合は対立指定暴

力団員への襲撃に利用され、暴力行為が生じるおそれがある。また、街中で多数

の暴力団員が集まっていれば、対立指定暴力団員と遭遇した際に、これをきっか

けとした暴力行為が生じるおそれもある。さらに、抗争中に多数で集合していれ

ば、その機会を利用して対立指定暴力団員から襲撃がなされ、暴力行為が生じる

おそれもあるから、規制の必要性は極めて高いといえる。

そして、かかる行為が禁止されると、「警戒区域」内の団体としての行動はか

なり制限を受けるとも思えるが、本法15条の 2第 1項に基づく指定にあたり、す

でに暴力行為が行われ、さらに生命や身体に危害が加えられるおそれがあること

が要件とされていることからすれば、暴力行為が発生するおそれは、単なる観念

的なものではないと考え、警察の警備等によってもなお混乱を防止することがで

きないなど特別な事情があるといえる。そうすると、そもそも特定抗争指定暴力

団に結社の自由が保障されるとしても、結社の自由に対する間接的な制約として、

違憲となるおそれは小さいと思われる。

なお、一般市民に危害を加えるおそれのある団体を取り締まっている、「広島

市暴走族追放条例」の16条 1項 1号57）が憲法21条 1項の集会の自由に反しない

かが争点となった事件58）において判決は、問題とされる本条例16条 1項 1号を

はじめとする各規定の対象を、被告人に適用される「集会」との関係では、暴走

行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族のほか、服

装、旗、言動などにおいてこのような暴走族に類似し、社会通念上これと同視す

ることができる集団によるものに限定した。そしてこのように限定すれば、弊害

を防止しようとする規制目的の正当性、弊害防止手段としての合理性、この規制

により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に照らし、いまだ憲法21条 1

項に違反するとまではいえないとして、合憲の結論を導いている。
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このように、上記の暴走族の判例では、弊害を防止しようとする規制目的から

禁止行為を広げることで暴走族を取り締まっており、この点は暴対法にも共通し

ていることである。暴対法の改正では、特定抗争指定暴力団という特に危険な暴

力団についてさらに指定を絞ることで危険な団体を取り締まる手法も用いられて

いるため、結社の自由との関係で大きく問題になったと思われよう。

ウ　改正後の暴対法と次なる課題

特定指定抗争暴力団に対しては、事務所の新設、抗争相手の居宅付近のうろつ

きなど対立抗争を誘発する行為を行った際には、中止命令を出さず即座に罰則を

適用することのできる直罰規定が導入された（暴対法15条～19条）。また、指定暴

力団員による危険な暴力行為が発生した場合、都道府県公安委員会は該当する指

定暴力団を「特定危険指定暴力団」として指定し、特定抗争指定暴力団同様、「警

戒区域」を定めることができるようになった（暴対法30条の 8）。さらに、警戒区

域内で相手方の平穏または業務の遂行の平穏が害されていると認められる場合に

は、行為の中止命令（暴対法30条の10）や事務所の使用制限命令（暴対法30条の11）

をすることが可能となった。

暴対法改正後、抗争を続ける道仁会と九州誠道会が「特定抗争指定暴力団」に、

企業などへの襲撃を繰り返したとして工藤会が「特定危険指定暴力団」にそれぞ

れ指定されたが、改正が功を奏したためか、その後、福岡県を含む北部九州で抗

争事件や企業襲撃は 1件も起きていない59）。そして2014年 6月11日には、道仁会

と九州誠道会の幹部 3人ずつがそろって警察署を訪れ、九州誠道会は「解散届」

を、道仁会は「抗争終結」の宣誓書を提出した。改正された暴対法のかかる条項

が効果を現した最たる事案だといえよう。

しかし、いまだ暴力団の刑事事件の全体として殺人の件数は少なくなく、2011

年には35件、2012年には26件、2013年には44件起こり、事業者襲撃件数も含め一

段と増加傾向にあるといえる60）。また、近年の暴力団は本章 1節で述べたように

主要 3団体のほぼ寡占状態となっているため、全国的な規模を持つ大規模な暴力

団による抗争が今後もしも起こった場合、先ほどの道人会と九州誠道会のように

指定処分によって 1年足らずで抗争が鎮圧されるとも限らないだろう。多くの一

般市民が巻き込まれ、その生命や身体に甚大な被害をこうむる可能性も非常に高

いと考えられる。

そこで、そのような場合、すなわち、指定暴力団が暴力的な活動を執拗に繰り

返す危険が明らかであるとともに、その危険が切迫しており（「明白かつ現在の危
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険」の基準）、かつ、特定抗争の指定処分では到底終結できないと考えられる場合

に、解散命令を設ける方法が効果的ではないだろうか。

ここで、暴力団には法人格がないため、法的に解散ということが曖昧ではない

かとの批判も考えられうるが、暴対法が 3条で「指定」しうることを鑑みれば、

法人格はなくても社会的実体を持つ団体を解散させることはできると考えられよ

う。

ただ、仮にそのような団体に解散命令を出したとしても、翌日から同じ暴力団

が違う名前で（または名前を持たずに）集合し始めた場合、その内実は解散された

とはいえないため問題となる。そこで、続く第Ⅳ章では、諸外国の法がどのよう

にギャングやマフィアなどの規制に成功しているのか検討していきたい。

（ 2） 暴力団排除条例

（a） 概要

その前に、暴力団排除条例について一言述べたい。この条例は、地方公共団体、

住民、事業者等が連携、協力して暴力団排除に取り組む旨を定め、暴力団排除に

関する基本的な施策や青少年に対する暴力団からの悪影響排除のための措置、暴

力団の利益になるような行為の禁止等を主な内容としている。暴力団の影響力排

除に加えて、公安警察が領域とする事案にも活用し、犯罪の未然防止を図ること

も目的とされている61）。

近年、各都道府県において暴排条例が制定され62）、そこには学校等の周辺200

メートル区域内の暴力団事務所の新規開設の禁止、事業者による暴力団員等への

利益供与等の禁止、契約時に相手方が暴力団員等でないことを確認する努力義務

等が盛り込まれている63）。

暴排条例と暴対法の違いは、前者が、地方公共団体、住民、事業者等が暴力団

排除のためになすべきことを主な内容としているのに対して、後者は、暴力団員

の不当な行為による被害を防止するために暴力団員を直接的に規制することを主

な内容としているところである64）。暴排条例では、金品を暴力団に供した際の罰

則がそれを供した団体や個人に科されるため、団体や個人は暴力団からどんな脅

しがあろうとも、屈せず立ち向かわなければいけないのである。

近年ではさらに、暴排条例に定められていない行為でも、全国に設置された暴

力追放運動推進センターとともに暴力団の影響を排除する旨記した約款を作成す

るなど、市民は暴力団の排除を大いに求められている立場にあるといえる65）。以
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前に比べ、市民が団結して暴力団排除に立ち向かうことが容易になっている一方

で、暴力団と国との板挟みになりやすい弱い立場の市民に暴力団の影響力排除の

解決を課すのは非常に酷なように考えられるし、むしろ、禁止行為違反としてそ

の罰を暴力団に与えた方が暴力団の影響力排除の抜本的な解決になると考えられ

るから、これにつき、今後さらなる法律の制定が必要となってくるのではないだ

ろうか。

（b） 福岡県における条例の特徴

福岡県は、長年暴力団による被害の絶えない地域の一つである。2012年には暴

力団犯罪捜査に従事していた元警察官が銃撃されて負傷する殺人未遂事件66）や、

同標章を掲示した飲食店に対する放火事件や脅迫事件が連続発生した67）。このよ

うな情勢を踏まえ、福岡県警察においては、警察官をさらに増強するとともに、

防犯カメラを多数設置するなどし、捜査の徹底及び保護・警戒活動の強化を図っ

ている。2012年12月には、福岡県及び山口県の各公安委員会が工藤会を改正暴対

法の特定危険指定暴力団として指定したりと、国を挙げて暴力団排除に取り組ん

でいる68）。

Ⅳ　諸外国における結社の自由と団体規制

アメリカ、フランス、ドイツそれぞれの国において、結社の自由が憲法上どの

ように保障されており、反社会的な団体をどのように規制しているかについて検

討したい。

1　アメリカ

（ 1） 結社の自由の存在意義

アメリカでは、合衆国憲法にも、諸州の憲法にも、結社の自由を保障する規定

は存在しない。結社の自由は、合衆国憲法の採択前に存在していたものを憲法に

よって確認したとされているため、言論・出版と並べて同一条文で保障されてい

る69）。すなわち、修正 1条に「合衆国議会は、国教を樹立する法律、もしくは自

由な宗教活動を禁止する法律、または言論もしくは出版の自由または人民が平穏

に集会し、不平の解消を求めて政府に請願する権利を奪う法律を制定してはなら

ない。」と規定されているのである70）。

冷戦下のアメリカでは、暴力による政府の転覆または破壊を唱道する結社を組
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織したり、その目的を知りながら会員になったりすることを禁止する旨の法律の

合憲性や、共産党がその種の破壊活動団体に当たるか否かなどの問題が激しく争

われた71）。

特に、1940年のスミス法、50年の国家安全保障法（第 1編が破壊活動防止法と

なっている。）による共産党ないし共産主義者取り締まりについては、結社の自由

との観点から多くの議論が交わされた。その結果、連邦議会は共産主義団体の規

制を定める1950年マッカラン法の制定過程で共産党の非合法化を求める強い世論

が沸騰していたにもかかわらず、共産主義団体とその構成員にパスポートの発給

等の制限や出版物等への出所表示義務を課すにとどまり、結社そのものを非合法

化する手段は採用しなかった。その理由の一つは、非合法化はかえって共産主義

運動を地下に追いやるだけで有効な手段とはならないという便宜的なものであっ

たが72）、やはり結社の自由を最大限に尊重した結果であると考えられよう。この

ように、アメリカは国家によって言論ないし結社の自由が萎縮してしまうことを

拒絶し、法人・結社の国家からの自由をより強く保障しようとしたとされてい

る73）。

（ 2） 団体規制法

1970年には、それまで増加していた組織犯罪と合法企業へのその侵食を撲滅す

るために、RICO法（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Actの略）が連

邦法として制定された74）。RICO法は、この規定に定められた犯罪の継続的反復

的な態様に着目して、組織がどのように形成されていなければならないかについ

て全く定義を与えず、複数人で RICO法の前提犯罪を10年に 2回以上犯せば、こ

こで規定されている「組織犯罪」に当たると解釈されたことに大きな特徴がある

とされている75）。また、前提犯罪として定められているラケッティア活動（脅し

と不正な手段を用いて生活上の基本的な価値となるものを害し、また住民から不正に利

得を入手する活動）は従来よりも広く定義されており、殺人から労働組合資金の

横領まで住民の日常生活の質を劣化させる傾向の強い犯罪が選定されている76）。

その中でも特に、犯罪への再投資を防ぐためにマネーロンダリングや賄賂、年金

基金の横領などに力が入れられている77）。組織犯罪の取り締まりに成果を上げる

一方で、RICO法が団体規制ではなく行為規制を行うことに起因して、合法企業

に対しても一部の幹部ないし被用者グループが組織犯罪を行うことによって会社

自体が罰を受けることとなってしまうというマイナス面も存在するのが現状であ
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る78）。

このように、RICO法は、組織犯罪における制限条項を細かく設けることで、

結社そのものではなく活動の態様を規制している法律である。破防法のような、

ある政治や宗教上の目的またはイデオロギーに基づく反米活動を規律するという

手法は全く用いられていない。信条には全くかかわらずに、住民の生活の質を劣

化させる活動を規律しているのである79）。その根底には、guild by associationと

いう、結社の違法活動を理由としてその違法活動に関与しなかった善意の構成員

の活動を制限することは、結社を理由として罪を着せることになるため許されな

いとする観念も存在しているといわれている80）。

（ 3） 日本への応用

現在の日本の暴対法はアメリカに倣って作られたとされており、個々の構成員

に着目して暴力団を定義づけた点や間接的に団体を規制している点は、まさに

RICO法の模倣だといっても過言ではない81）。双方の法律は非常に似通っている

が、今日の暴対法は RICO法に比べ、対象となる行為規制がまだ十分になされて

いないように感じる。特に、第Ⅲ章 2節でも述べたように、現在日本には、暴対

法や暴排条例で明文化されていない暴力団の不法行為を、暴力追放運動推進セン

ターの助言である種慣習的に取り締まっている風潮があること、暴対法には暴力

団の再投資防止に向けられた禁止行為が少ないことを鑑みれば、アメリカのよう

に明文化した行為規制の拡大を図ることも重要であろう。

2　フランス

（ 1） 結社の自由の存在意義

フランスは、アメリカとは全く異なる状況で結社の自由を憲法上の存在とした

ことに特徴が見られる。

18世紀後半に起こった近代市民革命では、身分制秩序の解体によって個人が解

放されると同時に、他方で、国民単位で成立する領域国家へ権力が集中されるよ

うになっていった82）。こうした個人の解放と国家への権力集中を徹底的に追求し

たフランス革命では、個人と国家の間に介在する教会や職能団体などの中間団体

を人権の抑圧者として敵視し、このような身分制的結合を解体して自由な諸個人

から成る社会の前提をつくりあげることが課題とされたのである83）。そのため、

当時のフランス革命にとっては、結社の自由ではなくて、結社からの個人の自由
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の解放こそが目標とされた84）。それを考えれば、1789年権利宣言のカタログには

結社の自由が出てこないのも当然のことといえよう。

やがて、階級闘争や革命を重視していた社会主義思想が影響力を失い、人権価

値の重要性が認識され、法治国家の実現が叫ばれてくると、フランスの1971年憲

法院判決では、人権宣言のなんらかの条項の拡大解釈や類推によってではなく、

1901年の結社の自由法に憲法法規範性を与えるという仕方で、結社の自由に憲法

価値を認めた85）。結社の自由は、現在、1946年憲法前文にいう「共和国の諸法律

によって承認された基本原理」に属するものとして保障されている86）。結社の自

由が修正 1条の言論の自由の中に含まれると解され、法人・結社の国家からの自

由を強く主張するアメリカとは、その成り立ちに大きな違いのあることが読める

だろう。

（ 2） 団体規制法

結社の自由は原則として、「いかなる行政当局若しくは司法当局の事前の介入

にも服さない」ことが明示されたが87）、事後的な団体規制についてはどのように

考えているのであろうか。現行の結社法 2条には、「諸個人による結社は、許可

または届け出を経ることなく、自由に結成することが出来る。ただし、結社が法

的権利能力を享受するためには」とある88）。その一方で 3条には、「不法（不当）

な動機・目的に基づき、法律若しくは善良な風俗に反し、もしくは国家の保全や

共和政体に対して攻撃を行うための、あらゆる結社は、これを無能力とし、また

効果として無効である。」と制限をかけている89）。

1901年結社法 7条には、 3条で無効とされる結社につき司法的解散が定められ

た。その後、1944年には、「共和的合法性の回復を妨げる恐れのある活動」とい

う規定が 4条に、1972年には、「人種差別を唱道する団体の規制のため」という

規定が 6条に追加された90）。

結社法による団体解散は1958年から2002年までの間に60回ほどなされ、さらに

刑法で戦闘団体への参加やその組織化を行う者への罰則や、解散させられた団体

が再建しようとする場合の罰則が与えられた。一定の資産凍結に関する措置も講

じられている91）。一見、これらの規定は憲法で保障されている結社の自由を侵害

しているようにも思えるが、これらの解散には逐一憲法体系を揺るがすという認

識がなされていないため92）、結社の自由の捉え方に日本と大きく違いのあること

がうかがえよう。
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刑法典においては、265条で犯罪結社加入罪93）が、266条で犯罪謀議参与の罪94）

が定められ、 2つ合わせて犯罪結社罪と呼ばれている。特に後者は、結社加入ま

で至らない段階の行為をも罰しようとするものであり、組織犯罪が頻発するフラ

ンスにおいてその処罰範囲は広いものとなっている95）。

（ 3） 日本への応用

日本でフランスのような犯罪結社罪を導入するのは、第Ⅱ章で述べたことから

も、なじみにくいものであるように思える。このような犯罪結社罪は、当該団体

に将来にわたって活動させなくすることを前提に作られたと考えられるため、そ

の団体の解散を目的とした場面でしか採り入れることができないように考えられ

よう。暴力団に適用する場合には、例えば、第Ⅲ章 2節で述べたような、「明白

かつ現在の危険」の基準に当てはまり、かつ、特定抗争の指定処分では到底終結

できない場合が想定できる。このような場合に限っては、そのような組織に新た

に加入する者に対して懲役または罰金を科すことは可能なのではないだろうか。

3　ドイツ

（ 1） 結社の自由の存在意義

ドイツでは、ワイマール憲法を否定する勢力が多数の支持を集め、憲法上の自

由そのものを全面的に否定する独裁制を打ち立てたナチズムの経験から、それを

繰り返さないための方策として、「闘う民主制」という考え方が採られている96）。

これは、ナチズムへの深い反省から、自由な民主的基本秩序への攻撃に対する自

己防衛を意味しているとされている97）。

ドイツでは、ワイマール憲法及びドイツ連邦共和国基本法で保障された集会の

自由は、言語表現の自由と密接に結びついており98）、結社の自由とも緊密な関係

にあると解されている99）。ドイツにおける結社の自由も、日本のように、個人に

対して団体を結成し活動する自由と、団体それ自体に対してその成立・存続及び

活動の自由を保障する自由を含んでいるので、双面的基本権と呼ばれている100）。

（ 2） 団体規制法

ドイツ連邦共和国基本法 8条は、集会の自由を「平穏にかつ武器を伴わずに」

という限定の下に認めている101）。そして、結社の自由についてもドイツ基本法

9条 2項は「目的もしくは活動が刑法に違反する団体、または憲法秩序もしくは



23

諸国民間の協調の思想に反する団体は、禁止される。」と定めている102）。さらに

は、政党について21条 2項に「その目的又はその支持者の行動により、自由で民

主的な基本秩序を侵害若しくは除去し、又はドイツ連邦共和国の存立を危うくす

ることを目指しているものは、違憲である。」と規定されていることから103）、上

述した闘う民主制の考えが大いに反映されていると解されよう。

1964年に定められた結社法は、ドイツ基本法の結社の自由を確認すると同時に、

結社の自由を濫用する社団に対して公の安全と秩序を維持するための規制がなさ

れる旨を定めている104）。2001年までに20以上の団体が禁止され、解散させられ

ており、その多くは「血と名誉団」や「バイキング青年団」といった、ドイツ基

本法に対する攻撃的な闘争の姿勢を示すネオナチズム団体だったとされている105）。

先にフランスで見られたような犯罪結社罪は、ドイツ刑法129条106）で規定され

ている。本条でいう「団体」とは一定期間を予測して 3人以上で組織された集ま

りのことを指しており、テロリスト団体の結成の罪は別に規定されているため、

129条の構成要件における犯罪行為にはごく軽微な犯罪を除くほとんどすべての

犯罪構成要件に該当する行為が含まれるとされている107）。組織犯罪に対する姿

勢にはフランス以上に厳しい印象を受ける。

（ 3） 日本への応用

ドイツは、確かにドイツ基本法 9条で一定の結社の禁止を定めているが、闘う

民主制の国家とはいえ、結社禁止の具体的要件については、目的の刑法違反や反

憲法性だけでは不十分であるとされ、厳格に解されるとされている108）。

その一方で、前述したように犯罪組織への加入者を罰する犯罪結社罪の適用は

広く認められている。これを踏まえると、たとえ加入者への処罰が結社の禁止や

解散と同様犯罪組織の根絶を目指したものだとしても、団体の解散や禁止につい

ては加入に一定の処罰を与える場合よりも、より慎重に判断することを要されて

いると考えられよう。仮に日本で犯罪結社罪を導入するとしたら、解散処分を行

う場合の要件よりもゆるやかな要件で足りると解されよう。

Ⅴ　暴力団の団体規制への一提言

第Ⅱ章～第Ⅳ章で述べたことを踏まえて、暴対法に新たに追加すべき条項を提

言したい。具体的には、諸外国を参考にしながら、暴力団への解散命令や犯罪結
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社罪の導入が憲法上の権利とどのように調和されうるか考察したい。

暴力団を取り締まる方法としては、行為態様を規制していく間接的な団体規制

と、団体そのものを規制していく直接的な団体規制の 2種類が考えられるため、

順次検討していく。

1　間接的団体規制の検討

今日の暴対法は、第Ⅳ章 1節で述べたように RICO法に倣ったとされており、

暴力団の構成員が行ったら犯罪になる行為をピンポイントに規制する条項を度々

増設していくこの手法は、直接的な団体規制に強い抵抗のある日本にとって大方

穏当かつ効果を上げる方法であると考えられよう。

しかし、RICO法が暴力団による犯罪への再投資を防ぐための禁止行為につい

て、日常生活の様々な場面を想定して網羅的に掲げていることに比較すると、27

種類の禁止行為しか設けていない日本は、まだまだ行為規制が不十分であると考

えられる。現在の日本には、暴対法 9条で禁止されている行為以外にも、銀行口

座使用詐欺やゴルフ場使用詐欺など、日常で禁止されている行為は多く存在する

にもかかわらず、法律として明文化されていないために抜本的な暴力団対策と

なっていないように思われることは第Ⅲ章 2節で述べたとおりである。

そこで、銀行口座を開設する行為や、団体名義の預金を有する行為など、法律

にはなっていないが約款などで定められていて、かつ、暴力団の再投資を助長さ

せるおそれのある行為を暴対法で取り締まることはできないか。このような行為

は結社の自由に対する間接的な制約があるため認められないようにも思えるが、

これらはあくまで行為を規制する間接的な規制であるし、暴力団による再投資が

より害悪性の高い犯罪を生むことを考えれば、犯罪のための資金源を規制すると

いったこのような制約も許されると考える。

2　直接的団体規制の検討

次に、直接的な団体規制について、いかなる場合に暴対法に組み込む必要があ

るか考察したい。もっとも、反社会的な結社をすることは憲法上の保障を受けな

いため、今日の暴対法のように個々の構成員や行為に着目した定義によって暴力

団を定義づけるのではなく、暴力団という団体そのものに着目して、反社会的な

活動を行う団体というものを客観的かつ過不足なく定義することができれば、団

体規制を行うことは理論上不可能ではないとされているが109）、現代の多様化す
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る暴力団を定義づけるのは極めて困難であるため、実現性に乏しいと考えられよ

う。

さて、ここ数年、暴力団の数は第Ⅲ章 1節でも述べたように減少してはいるも

のの、イタリアのマフィアのような凶悪犯罪集団へと成長していることは既に述

べた通りである。そこで、暴力団が資金獲得活動のために一般市民を巻き添えに

しても構わないという卑劣な手段を用いることが多発した現在においては、特定

の団体や結社を禁止するというドイツやフランスのようなアプローチをする必要

があるのではないだろうか。日本国憲法は、言論・出版の自由と並べて集会・結

社の自由を保障しており、形式的には合衆国憲法に類似するが、請願権との関係

が希薄である点は、フランスやドイツ憲法の考え方と同様だということができる

といわれているため110）、このようなアプローチが日本国憲法の性質になじまな

いこともないと考えられる。

しかし、暴力団を団体規制するにあたっては、結社の自由の侵害との関係が大

きく問題になってくる。ここで、犯罪を目的とした集団は憲法上の保障を受けな

いのは当然であること、目的はともかく実質的な犯罪組織を形成し、その組織を

背景にして継続的に暴力的不法行為を行うような団体を規制していくことが抽象

的な問いとして憲法上許容されることは、第Ⅱ章で述べたとおりである。

そこで、結社の自由の重要性を踏まえると、暴力団の解散命令は、指定暴力団

が暴力的な活動を執拗に繰り返す危険が明らかであるとともに、その危険が切迫

しており（「明白かつ現在の危険」の基準）、かつ、特定抗争指定処分ではおろか、

団体の解散以外の方法ではそうした活動を終結することが不可能な場合にのみ許

されると考えられよう。

しかし、暴力団は法人格を持たないからこそ、偽装解散して団体の名前を変え

ながら引き続き存続する可能性もある。そのような場合には、団体に新たに加入

する者に罰金を与えることも許されるのではないだろうか。また、暴力団が解散

した後、複数の元団体員が解散前と同種の目的を持った活動を行った場合に、元

の団体と同視して解散指定することのできる条項を盛り込むことが、暴力団の再

編成を防ぐための規制として実効性を持つと考えられよう。

なお、このような犯罪結社罪の導入について、処罰に値するほどの社会に対す

る危険性が存在するといえる場合なのか、社会的実態として犯罪を行う目的を有

している暴力団か見分けることができなければ必ずしも犯罪とはいえない行為を

常習している団体にまで処罰の範囲を広げてしまうおそれがあるのではないかと
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いった批判もある111）。

しかし、犯罪結社罪の導入を認めているのは窃盗や詐欺など一般的な犯罪が常

習された場合ではなく、上記のような明白かつ現在の危険が存在する場合に限定

していることからすれば、まさに処罰に値するほど社会に害悪をもたらす危険が

ある場合であるといえ、かかる批判は当たらないだろう。また、適用対象を指定

暴力団に限っていることや、市民に対する危険が切迫している状況で抗争を繰り

広げる暴力団を見分けることは容易であるといえることから、処罰範囲を拡大す

るおそれもないといえよう。

適用場面は限られるが、このような犯罪結社罪を導入していくことは、多様

化・凶悪化の進む現代の暴力団に対処するためのさらなる一助となるであろう。

Ⅵ　おわりに

以上、本論文では、暴力団を題材に、結社の自由とのバランスや諸外国との比

較をしながら、暴力団への団体規制の可否について論じてきた。国民感情として、

社会に悪影響を及ぼすような犯罪集団である暴力団の存在自体を抹消したいと願

うのは自然なことだと考えるが、暴力団にも結社の自由が認められている以上、

暴力団を含む反社会的団体の規制にあたっては、その均衡をどこに求めるかが大

変悩ましいところであると考える。

本論文の結論として、暴力団という結社そのものを解散させることが許される

のは、指定暴力団が暴力的な活動を執拗に繰り返す危険が明らかであるとともに、

その危険が切迫しており（「明白かつ現在の危険」の基準）、かつ、団体の解散以外

の方法ではそうした活動を終結することが不可能な場合にのみ限られる、とした。

また、そのような場合に新たに加入する者に罰金や懲役を科す犯罪結社罪を導入

すること、そして解散後も元団体員の複数名が集まり同一の活動を行うなどその

社会的実態が同じだと考えられる場合には、元の団体と同視して解散指定するこ

とのできる法律を設けることを提言した。さらに、行為規制としては、銀行口座

を作成する行為や、団体名義の預金を有する行為など、法律は存在しないが日常

で禁止され、かつ、暴力団の再投資を助長させるおそれのある行為を新たに禁止

することを提言した。

フランス、ドイツなどの諸外国では犯罪結社罪が当たり前のように採用されて

いるが、現在の暴対法が結社の自由を重んじた結果、アメリカのような行為規制



27

をすることで間接的に暴力団の活動を規制していることを鑑みると、本論文にお

ける直接的な団体規制についての提言は、日本において日の目を見ないかのよう

にも思われる。しかし、今後全国的規模を持つ暴力団同士の激しい抗争が勃発し

ないという保証はどこにもなければ、国際化の流れに乗って将来的に暴力団が海

外の凶悪犯罪組織と結びつき、変貌することも十分考えられる。それを踏まえれ

ば、いかなる場合に暴力団に解散命令を与えることができるか憲法上の権利を交

えて考察した本論文の議論は、これからの日本社会にとって大きな意義を持つと

いえるのではないだろうか。

最後に、本論文の執筆にあたり、終始適切な助言を賜り、また丁寧に指導して

下さった指導教官の小山剛先生に心より感謝いたします。
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