
前提犯罪一覧

第１ 組織的犯罪処罰法犯

番号 別表 罪名 条文
1 一 組織的な殺人等 3
2 未遂罪（１のうち殺人，強要，身の代金目的略取 4
3 組織的な殺人の予備 ６Ⅰ①
4 団体の不正権益に係る殺人の予備 ６Ⅱ
5 犯罪収益等隠匿 10Ⅰ
6 ５の未遂 10Ⅱ

第２ 刑法犯

番号 別表 罪名 条文
7 二イ 現住建造物等放火 108
8 非現住建造物等放火 109Ⅰ
9 建造物等以外放火 110Ⅰ

10 差押え等に係る自己の物に関する特例 115
11 7及び8の未遂 112

12 二ロ あへん煙吸食器具輸入等 137
13 あへん煙吸食のための場所提供 139Ⅱ
14 12及び13の未遂 141

15 二ハ 通貨偽造及び行使等 148
16 外国通貨偽造及び行使等 149
17 15及び16の未遂 151
18 通貨偽造等準備 153

19 二ニ 有印公文書偽造 155Ⅰ
20 有印公文書変造 155Ⅱ
21 虚偽公文書作成等 156
22 公正証書原本不実記載 157Ⅰ
23 22の未遂 157Ⅲ
24 偽造公文書行使等 158
25 有印私文書偽造 159Ⅰ
26 有印私文書変造 159Ⅱ
27 偽造私文書等行使 161
28 電磁的記録不正作出及び供用 161の2

29 二ホ 有価証券偽造等 162
30 偽造有価証券行使等 163

31 二ヘ わいせつ物頒布等 175

32 二ト 常習賭博及び賭博場開帳等図利 186

33 二チ 収賄，受託収賄 197Ⅰ
34 事前収賄 197Ⅱ
35 第三者供賄 197の2
36 加重収賄 197の3Ⅰ，Ⅱ
37 事後収賄 197の3Ⅲ
38 あっせん収賄 197の4
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39 二リ 殺人 199
40 39の未遂 203

41 二ヌ 傷害 204
42 傷害致死 205

43 二ル 逮捕及び監禁 220
44 逮捕等致死傷 221

45 二ヲ 未成年者略取及び誘拐 224
46 営利目的等略取及び誘拐 225
47 身の代金目的略取等 225の2
48 国外移送目的略取等 226
49 被略取者収受等 227
50 45から49の未遂 228（225の2Ⅱ及び227Ⅳ後段を

除く）

51 二ワ 窃盗 235
52 不動産侵奪 235の2
53 強盗 236
54 事後強盗 238
55 昏睡強盗 239
56 強盗致死傷 240
57 強盗強姦及び同致死 241
58 51から57の未遂 243

59 二カ 詐欺 246
60 電子計算機使用詐欺 246の2
61 背任 247
62 準詐欺 248
63 恐喝 249
64 59から63の未遂 250

65 二ヨ 業務上横領 253

66 二タ 盗品有償譲受け等 256Ⅱ

67 二レ 建造物等損壊及び同致死傷 260
68 自己の物の損壊等 262

第３ 特別法犯

69 三 爆発物の使用，製造等 爆取法1から6
 

70 四 発起人・取締役等の特別背任 商法486
71 社債権者集会代表者等の特別背任 商法487
72 70及び71の未遂 商法488
73 不実文書行使 商法490
74 会社荒らし等に関する収賄 商法494Ⅰ
75 株主の権利の行使に関する利益の受供与 商法497Ⅱ
76 株主の権利の行使に関する利益の受供与等について

の威迫行為
商法497Ⅳ

77 五 外国流通貨幣等偽造等 外国流通貨幣等に関する法律1
78 偽造外国流通貨幣等の輸入 外国流通貨幣等に関する法律2
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79 偽造外国流通貨幣等の行使等 外国流通貨幣等に関する法律3Ⅰ
80 偽造等準備 外国流通貨幣等に関する法律4
81 77から80の未遂 外国流通貨幣等に関する法律6

82 六 印紙等偽造等 印紙犯罪処罰法1
83 偽造印紙等の使用等 印紙犯罪処罰法2

84 七 詐欺破産 破産法374
85 準債務者の破産犯罪 破産法376
86 第三者の詐欺破産 破産法378

87 八 加重傷害 暴力行為等処罰法1ノ2Ⅰ
88 87の未遂 暴力行為等処罰法1ノ2Ⅱ
89 常習傷害等 暴力行為等処罰法1ノ3

90 九 常習特殊強窃盗 盗犯等防止法2
91 常習累犯強窃盗 盗犯等防止法3
92 常習強盗致傷等 盗犯等防止法4

93 十 特別背任 有限会社法77

94 十一 暴行等による職業紹介等 職業安定法63

95 十二 児童淫行 児童福祉法60Ⅰ

96 十三 切手類の偽造等 郵便法84Ⅰ
97 96の未遂 郵便法85Ⅰ

98 十四 虚偽有価証券届出書等の提出等 証券取引法197
99 内部者取引 証券取引法198⑮

100 損失補てんに係る利益の収受等 証券取引法200⑬

101 十五 大麻使用等 大麻取締法24の3

102 十六 暴行等による職業紹介等 船員職業安定法64

103 十七 無資格競馬等 競馬法30
104 加重収賄 競馬法32の2後段

105 十八 無資格自転車競走等 自転車競技法18
106 加重収賄 自転車競技法23後段

107 十九 非弁護士の法律事務の取扱い等 弁護士法77（72及び73条違反）

108 二十 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無
許可取引等

外国為替及び外国貿易法69の6

109 二十一 無資格小型自動車競走等 小型自動車競走法24
110 加重収賄 小型自動車競走法28後段

111 二十二 無登録販売等 毒劇法24①（3条違反）
112 興奮等の作用を有する毒物等の販売等 毒劇法24の2①

113 二十三 特別背任 証券投資信託法228
114 不実文書行使 証券投資信託法230
115 証券投資法人荒らし等に関する収賄 証券投資信託法235Ⅰ
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116 投資主の権利の行使に関する利益の受供与 証券投資信託法236Ⅱ
117 投資主の権利の行使に関する利益の受供与等につい

ての威迫行為
証券投資信託法236Ⅳ

118 二十四 無資格モーターボート競走等 モーターボート競走法27
119 加重収賄 モーターボート競走法34後段

120 二十五 覚せい剤の使用，覚せい剤原料の輸入等 覚せい剤取締法41の3
121 管理外覚せい剤の施用等 覚せい剤取締法41の4
122 覚せい剤原料の輸入等の予備 覚せい剤取締法41の7
123 覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等 覚せい剤取締法41の10
124 覚せい剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋 覚せい剤取締法41の13

125 二十六 不法就労助長 出入国管理法73の2Ⅰ
126 集団密航者を不法入国させる行為等 出入国管理法74
127 集団密航者の輸送 出入国管理法74の2
128 集団密航者の収受等 出入国管理法74の4
129 不法入国等援助等 出入国管理法74の6
130 営利目的の不法入国者等の蔵匿等 出入国管理法74の8Ⅱ
131 １３０の未遂 出入国管理法74の8Ⅲ

132 二十七 詐欺更生 会社更生法290Ⅰ
133 第三者の詐欺更生 会社更生法291Ⅰ

134 二十八 ジアセチルモルヒネ等の施用等 麻薬及び向精神薬取締法64の3
135 麻薬の施用等 麻薬及び向精神薬取締法66の2

136 二十九 銃砲の無許可製造 武器等製造法31
137 銃砲以外の武器の無許可製造 武器等製造法31の2①
138 猟銃の無許可製造 武器等製造法31の2④

139 三十 輸入禁制品の輸入 関税法109

140 三十一 高金利 出資法5Ⅰ
141 業として行う高金利 出資法5Ⅱ
142 元本を保証して行う出資金の受入れ等 出資法8Ⅰ①（1，2Ⅰ違反）
143 元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為 出資法8Ⅰ②（1，2Ⅰ，5Ⅰ，Ⅱ

違反）

144 三十二 加重収賄 日本中央競馬会法37Ⅰ後段

145 三十三 不正の手段による補助金等の受交付等 補助金等適正化法29

146 三十四 周旋 売春防止法6Ⅰ
147 困惑等による売春 売春防止法7
148 対償の収受等 売春防止法8Ⅰ
149 売春をさせる契約 売春防止法10
150 業として行う場所の提供 売春防止法11Ⅱ
151 売春をさせる業 売春防止法12
152 資金等の提供 売春防止法13

153 三十五 けん銃等の発射 銃刀法31
154 けん銃等の輸入 銃刀法31の2
155 けん銃等の所持 銃刀法31の3
156 けん銃等の譲渡し等 銃刀法31の4
157 けん銃実包の輸入 銃刀法31の7
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158 けん銃実包の所持 銃刀法31の8
159 けん銃実包の譲渡し等 銃刀法31の9
160 猟銃の所持等 銃刀法31の11
161 けん銃等の輸入の予備 銃刀法31の12
162 けん銃等の輸入に係る資金等の提供 銃刀法31の13
163 けん銃等の譲渡しと譲受けの周旋等 銃刀法31の15
164 けん銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持 銃刀法31の16Ⅰ①
165 けん銃部品の所持 銃刀法31の16Ⅰ②
166 けん銃部品の譲渡し等 銃刀法31の16Ⅰ③
167 １６６の未遂 銃刀法31の16Ⅱ
168 けん銃等としての物品の輸入等 銃刀法31の17
169 けん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋 銃刀法31の18①
170 けん銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等 銃刀法32①

　
171 三十六 特許権等の侵害 特許法196

172 三十七 商標権等の侵害 商標法78

173 三十八 業として行う医薬品の販売等 薬事法84⑤

174 三十九 特別背任 金融機関合併法32

175 四十 著作権等の侵害等 著作権法119

176 四十一 航空機の強取等 航空機強取等処罰法1
177 航空機強取等致死 航空機強取等処罰法2
178 航空機の運航阻害 航空機強取等処罰法4

179 四十二 無許可産業廃棄物処理業 廃棄物処理法25①（14Ⅰ,Ⅳ,14の
4Ⅰ,Ⅳ違反）

180 産業廃棄物の処理の受託 廃棄物処理法26②の2

181 四十三 航空危険 航空危険行為等処罰法1
182 航行中の航空機を墜落させる行為等 航空危険行為等処罰法2
183 業務中の航空機の破壊等 航空危険行為等処罰法3
184 業務中の航空機内への爆発物等の持込み 航空危険行為等処罰法4
185 １８１から１８４の未遂 航空危険行為等処罰法5

186 四十四 人質による強要等 人質による強要行為等処罰法1
187 加重人質強要 人質による強要行為等処罰法2，
188 人質殺害 人質による強要行為等処罰法4

189 四十五 開設等 無限連鎖講の防止に関する法律5

190 四十六 製造等 細菌兵器等禁止条約実施法9

191 四十七 無登録営業 貸金業の規制等に関する法律47

192 四十八 有害業務目的労働者派遣 労働者派遣事業法58
193 禁止業務についての労働者派遣事業 労働者派遣事業法59①（4Ⅰ）
194 物の製造の業務についての労働者派遣事業 労働者派遣事業法付則Ⅵ

195 四十九 仮装取引等 金融先物取引法94

196 五十 薬物犯罪収益等隠匿 麻薬特例法6Ⅰ
197 １９６の未遂 麻薬特例法6Ⅱ
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198 五十一 不実文書行使 協同組織金融機関優先出資法49

199 五十二 化学兵器の使用 化学兵器禁止法38
200 化学兵器の製造 化学兵器禁止法39
201 化学兵器の使用予備 化学兵器禁止法40

202 五十三 発散させる行為 サリン法5
203 製造等 サリン法6Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

204 五十四 保険管理人等の特別背任 保険業法322
205 社債権者集会の代表者等の特別背任 保険業法323
206 不実文書行使 保険業法325

207 五十五 詐欺更生 金融機関等更生手続特例法195Ⅰ
208 第三者の詐欺更生 金融機関等更生手続特例法196Ⅰ

209 五十六 臓器売買等 臓器の移植に関する法律20Ⅰ

210 五十七 無資格スポーツ振興投票 スポーツ振興投票実施法３２
211 加重収賄 スポーツ振興投票実施法３７後段

212 五十八 発起人，取締役等の特別背任 特定資産流動化法171
213 特定社債権者集会の代表者等の特別背任 特定資産流動化法172
214 不実文書行使 特定資産流動化法174
215 特定目的会社荒らし等に関する収賄 特定資産流動化法179Ⅰ
216 社員の権利の行使に関する利益の受供与 特定資産流動化法182Ⅱ
217 社員の権利の行使に関する利益の受供与等について

の威迫行為
特定資産流動化法182Ⅳ

218 五十九 児童買春周旋 児童買春等処罰法５
219 業として行う児童買春勧誘 児童買春等処罰法６Ⅱ
220 児童ポルノ頒布等 児童買春等処罰法７
221 児童買春等目的人身売買等 児童買春等処罰法８

略語

爆取法 爆発物取締罰則
外国流通貨幣等に関する法律 外国において流通する貨幣紙幣銀

行券証券偽造変造及び模造に関す
る法律

暴力行為等処罰法 暴力行為等処罰に関する法律
盗犯等防止法 盗犯等の防止及び処分に関する法

律
毒劇法 毒物及び劇物取締法
証券投資信託法 証券投資信託及び証券投資法人に

関する法律
出入国管理法 出入国管理及び難民認定法
出資法 出資の受入れ，預り金及び金利等

の取締りに関する法律
補助金等適正化法 補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律
銃刀法 銃砲刀剣類所持等取締法
金融機関合併法 金融機関の合併及び転換に関する

法律
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航空機強取等処罰法 航空機の強取等の処罰に関する法
律

廃棄物処理法 廃棄物の処理及び清掃に関する法
律

航空危険行為等処罰法 航空の危険を生じさせる行為等の
処罰に関する法律

人質による強要行為等処罰法 人質による強要行為等の処罰に関
する法律

細菌兵器等禁止条約実施法 細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵
器の開発，生産及び貯蔵の禁止並
びに廃棄に関する条約の実施に関
する法律

労働者派遣事業法 労働者派遣事業の適正な運営の確
保及び派遣労働者の就業条件の整
備等に関する法律

協同組織金融機関優先出資法 協同組織金融機関の優先出資に関
する法律

化学兵器禁止法 化学兵器の禁止及び特定物質の規
制等に関する法律

サリン法 サリン等による人身被害の防止に
関する法律

金融機関等更生手続特例法 金融機関等の更生手続の特例等に
関する法律

スポーツ振興投票実施法 スポーツ振興投票の実施等に関す
る法律

特定資産流動化法 特定目的会社による特定資産の流
動化に関する法律

児童買春等処罰法 児童買春，児童ポルノに係る行為
等の処罰及び児童の保護等に関す
る法律
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