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第２版発刊にあたって

第２版発刊にあたって

　初版から８年近くが経過して、一般人の「ハンシャ」（反社会的勢力）とい

う言葉に対する受け止め方が変わってきたように思われます。ハンシャとの

親交が明らかになった芸能人が、その関係遮断を拒否したことで芸能界を引

退したのは平成23年のことでした。令和に入って、人気芸能人でもハンシャ

とのツーショット写真がマスコミに流れただけで活動の自粛、引退を余儀な

くされるほど、ハンシャとの交際はタブー視されています。

　ハンシャは社会のルールを守らない現代のアウトローであり、ハンシャが

忌み嫌われる存在とされる社会は健全です。ただし、それはハンシャが言葉

どおり「反社会的勢力」であることが前提です。ハンシャといっても暴力団

から半グレまで各種あり、人生あるいは職業としてハンシャであるケースも

あれば、昔の不良仲間に誘われて犯罪グループの一員となったにすぎない

ケースもあります。ハンシャ自体の「反社会性」にも程度の差があり、そん

なハンシャとどんな関係にあるのか、実はそれが重要です。ハンシャとの交

際の具体的内容が多くの暴排条項に定められた「社会的に非難されるべき関

係」であれば、そのハンシャが私たちが排除すべき反社会的勢力なのです。

　これも令和に入った頃の話ですが、政府主催のお花見会にハンシャが招待

されていた件を責任追及された記者会見において、当時の内閣官房長官は「反

社会的勢力という言葉はさまざまな場面で使われ、定義は一義的に定まって

いるわけではない」と発言しました（※）。この言い訳については、反社会

的勢力という言葉に固定的な定義を設けることは、逆に排除すべき相手が反

対解釈によってハンシャではないことの証明に使うことになる、あるいは、

反社会的勢力の定義にあてはまらない新たなハンシャが登場するなどの事態

を慮ったものと考えていますが、「反社会的勢力」の外縁はあやふやであり、

機能的な概念としては漠然としている側面があることも事実でしょう。

　これらハンシャが登場する出来事の是非は措くとして、私たちが反社会的
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勢力との関係に過敏にならざるを得ない世界で生きていることは事実です。

　この本が、皆様が反社リスクを考える一助となれば幸いです。

　　令和３年６月

編者を代表して

弁護士　淺　見　敏　範

※なお、政府は、平成19年6月19日の犯罪対策閣僚会議の申合せとして策定した「企業が
反社会的勢力による被害を防止するための指針」（いわゆる「政府指針」「反社指針」）
において、反社会的勢力を「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する
集団又は個人」と定義しています。これが、反社会的勢力の用語が公的に用いられた最
初の例といわれています。
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　暴行や脅迫等によって人の自由を妨げる権利は誰にもありません。

　我々は普段、愛知県弁護士会の民事介入暴力対策委員会の委員として、民

暴事件の実態や対策を研究する一方で、弁護士として、それぞれ個別事件に

ついて依頼者の代理人として反社会的勢力と対峙し、被害者救済に努めてき

ました。そのような弁護士業務の中で、暴力団員ではないが関係の深そうな

団体による被害を受けたという相談を受けることがあります。

　一昔前は、「ハンシャ」と言っても全く理解してもらえませんでしたが、

平成19年６月19日に政府指針（犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ）が出された後

は、「反社会的勢力」の認知度は飛躍的に上がり、誰もが知るような言葉と

なりました。

　他方で、同政府指針における「（反社会的勢力との）一切の関係遮断」とい

う言葉の強さからか、反社会的勢力を社会全体で迫害するようなイメージに

よる反発や、誤解に基づく批判もあったように思われ、反社会的勢力の被害

者意識を不必要に刺激し、「窮鼠猫を噛む」ような事態の発生を心配する声

もありました。

　そこで、我々は、本書において、まず、反社会的勢力という概念や類型を

あらためて検討し、反社会的勢力の行動原理を踏まえて排除原理を定立し、

法律・条例というハードローだけでなくソフトローについても分析し、これ

からの反社会的勢力排除のあり方について述べました（「第１章　反社って何

ですか？　～反社会的勢力排除の理論～」）。次に、反社会的勢力の事前排除に

ついて注意点や諸手法などを検討し（「第２章　そろそろ我が社も反社リスクを

考えよう！　～反社排除の実務・事前排除編～」）、そして、反社会的勢力の事

後排除について、Ｑ＆Ａ形式でわかりやすく解説しました（「第３章　反社が

オフィスにやってきた！　～反社排除の実務・事後排除編～」）。末尾には参考資

料として、意欲作である推奨暴排条項例などを付けております。
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　出版会議における議論の結果、我々は、反社会的勢力排除の必要性が高

まっている現在において、反社会的勢力排除のために本書で紹介した諸手法

を活用することは、私的自治として当然に許される行為で、風評被害防止の

ためにも、自身や他者の被害防止のためにも、社会のためにも必要な行為で

すし、さらに、諸手法はどれか１つを採用すればよいというものではなく、

すでに採用した手法が真に有効に機能しているか、他の手法は採用できない

かなどについて不断の見直しを続けていくことが必要という結論に至ってお

ります。

　なお、反社会的勢力という概念を認め、活用することは、民暴弁護士がこ

れまで実践してきた警察とのいわゆる対立的協調関係をいささかも変更する

ものではありません。

　本書を契機に、反社会的勢力について一層の建設的な議論がなされ、理論

が深化することを願ってやみません。

　本書が反社会的勢力や反社会的行為による被害を減らし、被害を救済する

ための一助となれば幸いです。

　　平成25年６月

編者を代表して　　　　　　　　

　　弁護士　安　藤　雅　範　
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　反社会的勢力という言葉は、日本経済団体連合会（経団連）が平成８年12

月に経団連企業行動憲章を改定した際に暴力団や総会屋を指す言葉として用

いたのが最初といわれています
1

。

　政府は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（平成19

年６月19日付け犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ。以下、「平成19年反社指針」とい

う）
2

を発表し、「反社会的勢力」について、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使

して経済的利益を追求する集団又は個人」という定義を明らかにしました。

上記指針では、治安対策上も、企業の社会的責任上も、コンプライアンス上

も、そして企業防衛上も、企業には反社会的勢力の排除や関係遮断が求めら

れると述べています。すなわち、資金源に打撃を与えることは治安を脅かす

存在である反社会的勢力の勢力を減退させ、さらなる被害を防止するために

必要ですし、企業が反社会的勢力に対し利益を供与することは、反社会的勢

力の違法・不当な行為を支援しているとも評価されうるものですから、企業

の社会的責任や守るべきルールに反すると考えられます。そして、儲けるた

めには手段を選ばないともいわれる反社会的勢力との交流を続けていては、

すぐに何かの口実で因縁をつけられて被害が発生してしまうと考えられるた

め、排除や関係遮断は企業自身が被害を受けないためにも求められます。反

社会的勢力の代表例は暴力団ですが、暴力団対策法（暴対法。正式には、「暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律」）が施行された平成４年以降、

暴力団であることを明らかにしない、または暴力団と無関係を装うなど、暴

力団は不透明化の傾向を強めているため、暴力団だけを対象とするのでは目

1　第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会編『金融実務と反社会的勢力対応100講』２頁（き
んざい、2010年）。
2　「法務省ウェブサイト」 http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji42.html

Ⅰ　反社会的勢力の意義
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的を達成できないことから、それより広い概念として登場したものと考えら

れます。

　なお、暴力団は単なる一類型にとどまらず、反社会的勢力の中心的存在と

位置づけられています。それは上記指針で「暴力団を始めとする反社会的勢

力」と述べられていることからもわかります。

　反社会的勢力の類型としては、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力

団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、準暴力

団等があるといわれていますが、その詳細については後記Ⅱをご参照くださ

い。

　ちなみに、クレーマーは、「法的クレーム処理に応じずに、自身の不当要

求を企業に対し押し通そうとする者」や「クレームの内容かクレーム行為

の態様のどちらか又は両方において異常値を示す者」と定義される
3

など、

不当にまたは不当な苦情をいう人という意味で使われますが、悪質なクレー

マーなどは「総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的

不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者」に該当

するならば、「総会屋等」に該当しますので、反社会的勢力ということにな

ります。

　警察庁は、「組織犯罪対策要綱」
4

で、暴力団等について、次のように定義

しています。

①　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

集団的にまた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

3　いずれも深澤直之『悪魔の呪文「誠意を示せ！」』24頁（東京法令出版、2007年）。
4　令和２年４月１日付け「組織犯罪対策要綱の制定について（通達）」https://www.npa.go.jp/
laws/notification/keiji/sosikihanzaitaisakukikaku/20200401sotaiki.pdf

Ⅱ　反社会的勢力の類型
――いわゆる属性要件を中心とした分類
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のある団体をいう。

②　暴力団員　　暴力団の構成員をいう。

③　暴力団準構成員　　暴力団または暴力団員の一定の統制のもとにあっ

て、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるものまたは

暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持

もしくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。

④　暴力団関係企業　　暴力団員が実質的にその経営に関与している企

業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を

行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する

もの、または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維

持もしくは運営に協力している企業をいう。

⑤　総会屋等　　総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて

暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える

者をいう。

⑥　社会運動等標ぼうゴロ　　社会運動もしくは政治運動を仮装し、また

は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあ

り、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。

⑦　特殊知能暴力集団等　　上記①から⑥に掲げる者以外の、暴力団との

関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有

し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう。

　上記の分類がよく知られており、たとえば、金融庁の金融機関向けの監督

指針
5

でも、「反社会的勢力のとらえ方」として、「暴力、威力と詐欺的手法

を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である『反社会的勢力』をと

らえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、

5　「主要行等向けの総合的な監督指針Ⅲ－３－１－４」https://www.fsa.go.jp/common/law/
guide/city/index.html

　　「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針Ⅱ－３－１－４」https://www.fsa.go.jp/common/
law/guide/chusho/index.html
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政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するととも

に、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件に

も着目することが重要である（平成23年12月22日付け警察庁次長通達「組織犯

罪対策要綱」参照）」と組織犯罪対策要綱がそのまま引用されています。

　ただ、それ以外の用語も使われる場合があります。たとえば、平成31年３

月20日付けの警察庁の「暴力団排除等のための部外への情報提供について」

では、「共生者」、「暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者」など

の用語があげられています
6

。

　そのうち、「共生者」については、平成23年版警察白書の第２章第１節１

に、「暴力団に資金を提供するなどして、暴力団の資金獲得活動に協力し、

又は関与する個人やグループの存在がうかがわれる。これらの者は、表面的

には暴力団との関係を隠しながら、その裏で暴力団の威力、資金力等を利用

することによって自らの利益拡大を図っており、言わば暴力団と共生する者

となっている」との記載があることからすると、「共生者」とは、「表面的に

は暴力団との関係を隠しながら、暴力団に資金を提供するなどして、暴力団

の資金獲得活動に協力し、または関与する個人やグループ」と定義すること

ができると考えられます。

　「暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者」
7

とは、相手方が暴力

団員であることをわかっていながら、その主催するゴルフコンペに参加して

いる者、頻繁に飲食を共にしている者、誕生会、結婚式、還暦祝いなどの名

目で多数の暴力団員が集まる行事に出席している者、暴力団員が関与する賭

6　なお、平成23年12月20日付けの警察庁の「暴力団排除等のための部外への情報提供について」
では、「密接交際者」という用語がありました。
7　大阪高裁平成23年４月28日決定（判例集未登載）は、「『社会的に非難される関係』とは、例
えば、暴力団員が関与する賭博や無尽等に参加していたり、暴力団員やその家族に関する行事（結
婚式、還暦祝い、ゴルフコンペ等）に出席し、自己や家族に関する行事に暴力団員を出席させる
など、暴力団員と密接な関係を有していると認められる場合をいうと解するのが相当」と判示し
ています。
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博等に参加している者などをいうと考えられます（警視庁ウェブサイト
8

Ｑ７

参照）。

　ちなみに、東京都暴力団排除条例２条４号は、「暴力団関係者」を「暴力

団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」と定義し、これ

に関して、警視庁は、「暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」

とは、たとえば、暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に

所属する者、暴力団員を雇用している者、暴力団または暴力団員を不当に利

用していると認められる者、暴力団の維持、運営に協力し、または関与して

いると認められる者、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有していると認められる者であると前掲（注８）のウェブサイトＱ６で説

明しています。

　また、大阪府暴力団排除条例２条４号は、「暴力団密接関係者」を「暴力

団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして公安委員会規則で定める

者」と定義し、公安委員会規則である大阪府暴力団排除条例施行規則３条は、

以下の①ないし⑥のいずれかに該当する者を「暴力団密接関係者」と定めて

います（表現は簡略化しています）。

①　利益を図りまたは加害する目的で暴力団または暴力団員を利用した者

②　暴力団の威力利用に関して利益供与をした者

③　暴力団活動を助長し、相当対償のない利益供与をした者

④　暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

⑤　事業者で、その役員、課長以上の役職、経営に参加している者などに

暴力団員または上記①～④に該当する者が含まれる者

⑥　府の公共工事等に関して、契約相手が上記①～⑤のいずれかに該当す

ることを知りながら、下請契約、資材または原材料の購入契約等を締結

した事業者

8　警視庁「東京都暴力団排除条例Ｑ＆Ａ」https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/anzen/
tsuiho/haijo_seitei/haijo_q_a.html
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Ｑ１　反社への暴対法適用

　暴力団を排除する法律として「暴対法」があると聞きましたが、

暴対法は反社会的勢力にも適用されますか。

　暴対法はすべての反社会的勢力に当然に適用されるわけで

はありません。

１　暴対法とは

　暴対法（正式名称を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」とい

います）は、平成４年３月に施行されて以降、数々の改正を経て現在に至っ

ています。

　暴対法の目的は、「暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制

を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するた

めに必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資

するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、

市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護するこ

と」にあります（暴対法１条）。

　この目的からもわかるとおり、暴対法は一定の要件を備えた暴力団（指定

暴力団
1

）が行う暴力的要求行為を取り締まることを定めています。

　暴力団とは、「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」とされています（暴対法２条２号）。そのうえで、指定暴力団と

して指定される要件を簡単に説明すると、以下のとおりとなります（同法３

1　令和元年12月時点で24の暴力団が指定暴力団に指定されています。暴対法は、指定暴力団の
傘下の暴力団にも適用されます。

Q

AA
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条）。

①　目的のいかんを問わず、当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財

産の形成、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、

暴力団の威力を利用させ、または威力を利用することを容認することを

実質上の目的としていること

②　暴力団幹部や全暴力団員の人数のうち、暴力団員特有の前科（傷害罪

や麻薬犯罪など）を有する者が、暴力団以外の集団一般における比率を

超えること

③　暴力団の「代表者等」（暴力団を代表する者や運営を支配する地位にある

者）を頂点としたピラミッド型で構成された組織であること

２　フロント企業への適用の有無

　前述のとおり、暴対法の目的は暴力団が行う暴力的要求行為を取り締まる

ことにありますので、平成４年３月に施行された時点では、フロント企業に

は規制が及びませんでした。しかし、この暴対法施行により暴力団に対する

規制が強化されると、暴力団がその規制から逃れるために金融、土木、建設、

不動産、風俗、飲食など、ありとあらゆる業種のフロント企業として活動す

るようになりました。

　そのような抜け道を防ぐため、平成９年改正で暴力団関係者が指定暴力団

の威力を示して行う不当要求行為を「準暴力的要求行為」として規定し、一

定の場合は暴対法の規制がフロント企業にも及ぶこととしました。

⑴　暴対法12条の２の適用

　暴力団がフロント企業の業務に関し、暴力団の威力等を示してみかじめ料

や用心棒代を要求したり、物品購入をさせたりしたような場合で、さらに

反復して暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、「指定暴力団

等の業務等に関し行われる暴力的要求行為の防止」の規定（暴対法12条の２）

により、都道府県公安委員会は当該暴力団に対して再発防止命令を発するこ
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とができます。

　暴対法12条の２第２号には、「指定暴力団員がその代表者であり、又はそ

の運営を支配する法人その他の団体」という文言がありますが、これはまさ

にフロント企業のことを想定したものです。

⑵　暴対法12条の３および12条の４の適用

　暴力団員がフロント企業を使ってみかじめ料等を要求させる行為は、暴対

法12条の３により禁止されています。この違反行為に対し、都道府県公安委

員会は当該暴力団に対して再発防止命令を発することができます（暴対法12

条の４）。

　このような場合、都道府県公安委員会はその行為を行わないように指示す

ることができます（暴対法12条の４第２項）。

⑶　暴対法12条の５および12条の６の適用

　暴対法12条の５は、「準暴力的要求行為の禁止」を規定しています。

　準暴力的要求行為（暴対法２条８号）とは、指定暴力団等の暴力団員以外

の者（便宜上、「暴力団関係者」といいます）が指定暴力団の威力を示して不

当な要求行為をすることをいいます。具体的には、暴力団関係者としては、

以下の７つのケースが規定されています。

①　指定暴力団を使用して、暴対法12条１項の規定による命令（再発防止

命令）を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して３年を経

過しないもの（暴対法12条の５第１項１号）

②　指定暴力団に加勢して、暴対法12条２項の規定による命令（中止命令）

を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して３年を経過しな

いもの（暴対法12条の５第１項２号）

③　準暴力的要求行為を行って、暴対法12条の６の規定による命令（中止

命令または再発防止命令）を受けた者であって、当該命令を受けた日か

ら起算して３年を経過しないもの（暴対法12条の５第１項３号）

④　暴対法12条の４第２項の規定による指示（準暴力的要求行為を行うおそ
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　初版の刊行から７年以上が経過し、反社会的勢力の手口や顔ぶれも変化

し、また、反社会的勢力を取り巻く社会情勢も変化してきました。このよう

な変化に対応するため、第２版を出版することになりました。

　改訂作業にあたり、愛知県弁護士会民事介入暴力対策委員会の有志による

編集チームを結成し、編集会議として、会議室にいわゆる「カンヅメ」になっ

て集中的に作業する編集合宿を予定していましたが、令和２年初頭からの新

型コロナウイルス感染症流行の影響で、大人数が集まって会議をすること自

体が困難となり、改訂作業の多くはウェブ会議を利用した編集会議となりま

した。

　そういう状況の中でも、本書の初版が出版された後に委員会に入った若手

民暴委員を含めて、意欲ある民暴弁護士が何十回と繰り返される編集会議に

参加して改訂作業に携わり、令和３年７月に地元愛知で開催される第10回民

事介入暴力対策全国拡大協議会愛知に間に合うよう民事法研究会にも無理を

言って、無事に改訂作業を終えることができました。作業に携わったすべて

の人々に、この場をお借りして、感謝申し上げます。

　暴力団をはじめとする反社会的勢力にいかに対応すべきかの問題は、仮に

それほど遠くない時代に暴力団が消滅したとしても、おそらく続いていま

す。そのときの社会情勢に適応した反社会的勢力への新たな対応策が必要に

なるでしょう。その際には、新たな編集チームが結成され、その改訂作業に

おいても、民暴委員会の研究成果が公表できれば幸いです。

　　令和３年６月

第２版編集長　弁護士　伊　東　正　晴
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