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英国法務省が 2010 年贈収賄法に関する協議書を発行 
2010 年 10 月 

（著者） Kevin Roberts ／ Keily Beirne 

2010 年 9 月 14 日、英国法務省は、待ち望まれた英国 2010 年贈収賄法（以下「本法」といいます。）に関する協議書

を発行しました。英国法務省は、これにより開始した意見募集期間中、より広範な事業分野（英国外を拠点とする団体

を含みます。）から、本法に関する指針案に対する意見を募っています。この指針案は、贈収賄法の「十分な手続き」と

いう曖昧な文言を若干具体的にするものです。営利団体が贈収賄を防ぐために「十分な手続き」を実施している場合、

その団体は本法 7 条において絶対的抗弁を得ることから、「十分な手続き」の定義は、英国内の企業と英国外の企業

の双方に対し、極めて重要な意味合いを持つことになります。意見書提出プロセスは、すべての利害関係者に対して開

かれていますので、英国外の企業も、現時点での指針案の妥当性と適切性について、意見を提供することができます。 

多くの営利団体において認識されているとおり、本法には、特定の域外適用条項が含まれており、それに対しては幅広

い意見が存在します。本法の発効を 2011 年 4 月に控え、その施行が刻一刻と迫る中、自らが実施している現行の内

部手続きおよび指針の範囲内において十分な贈収賄防止プログラムが確実に開発・導入されていることを望み、また

確実にすべき世界中のあらゆる規模の団体が、この指針案を好意的に受け入れるでしょう。 

本書では、英国で事業を展開する日本企業が、本法の適用についてどのように認識すべきかを説明します。また、協議

書に含まれる有益な指針案の概要および英国法務省が意見を求めている質問につき述べます。  

英国 2010 年贈収賄法 

英国における従来の贈収賄防止体制に対する国内外からの批判を考慮し、前政権は、「世界において最も厳格かつ広

範囲に及ぶ腐敗防止法の一つ」と評される本法を起案しました。 

贈収賄の構成要素 

本法は、現行の慣習上と制定法上の贈収賄罪を廃止し、以下を対象とする 4 種類を新たに違法行為と定めています。 

1. 賄賂の供与（第 1 条） 

個人、企業またはパートナーシップが、賄賂を供与、約束または申込むこと。 

2. 賄賂の収受（第 2 条） 

個人、企業またはパートナーシップが、賄賂を要求、収受に同意または収受すること。 

3. 外国公務員等に対する賄賂の供与（第 6 条） 

個人、企業またはパートナーシップが、外国公務員に対し賄賂を供与すること。 

4. 賄賂授受の防止に関する失敗または怠慢（第 7 条）  

企業またはパートナーシップ（個人は含まない。）が、その企業またはパートナーシップを代理して行為す

る者による賄賂の供与の防止を怠ること。 
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本法第 7 条に含まれる 4 点目は、英国で設立された企業でなくても、英国においてその事業の全部又は一部を行う国

際企業に対して適用されるという点において、日本企業にとって最も重要な点となります。 

本法の規定は以下の表のとおりです。 

2010 年贈収賄防止法上の

違法行為 
個人 企業 贈収賄が行われる場所 

1. 賄賂の供与 
（第 1 条） 

  

英国国民・通常の居住

者に「密接に関連」する

個人 

英国で設立された企業 あらゆる場所（代理人または子

会社を通した運営である場合

も含まれる。） 

2. 賄賂の収受 
（第 2 条） 

  

英国国民・通常の居住

者に「密接に関連」する

個人 

英国で設立された企業 あらゆる場所（代理人または子

会社を通した運営である場合

も含まれる。） 

3. 外国公務員等に対する

賄賂の供与 
（第 6 条）  

英国国民・通常の居住

者に「密接に関連」する

個人 

英国で設立された企業 あらゆる場所（代理人または子

会社を通した運営である場合

も含まれる。） 

4. 賄賂授受の防止に関す

る失敗または怠慢 
（第 7 条）  

該当なし 英国で設立されたまた

は事業の全部または一

部を行う企業 

あらゆる場所（代理人または子

会社を通した運営である場合

も含まれる。） 

第 7 条の域外適用 

賄賂授受の防止に関する失敗または怠慢という 4 点目の違法行為は、企業やパートナーシップの従業員、ならびに代

理人や子会社等の第三者の行為について、その企業やパートナーシップに責任を負わせるものです。本法は、株式会

社かパートナーシップかを問わず英国で事業を運営するあらゆる営利団体に適用されるため、その適用範囲は非常に

広範におよびます。検察官は、該当団体に関係する個人（その団体内での年次または役職を問いません。）が贈収賄

に関与したことを立証することのみを義務付けられています。また、本法の目的上、違法行為の一部を構成する作為ま

たは不作為が、英国内で行われたか英国外で行われたかを問いません。また、当該規定は、その団体が英国で設立さ

れたか、又は設立場所が英国外であっても英国内で事業を運営していれば適用されることになります。  

そのため、理論上は、一切の製造・経営機能の拠点を日本に置き、日本でのみ法人格を有する日本のテクノロジー企

業がロンドンで小売店を運営している場合、当該企業の従業員が中国で個人に賄賂を供与した場合であっても、英国

で訴追される可能性があるということになります。 

「十分な手続き」の抗弁 

本法において営利団体が訴追に対して行うことができる抗弁とは、すなわち、贈収賄違反疑惑が申し立てられた時点で、

贈収賄を防止するための「十分な手続き」を実施していることです（第 7 条）。訴追を受けた団体は、その可能性を考慮

しながら、十分な手続きが実施されていることを示す責任を負います。 実施されている手続きが十分であるかどうかの

評価においては、団体の経営陣が企業としての怠慢に関与したかが考慮されます。本法において「十分な手続き」とい

う用語は明確に定義されておらず、「十分な手続き」の範囲は、英国法務省発行の指針に沿ってケースバイケースで解

釈されることが予想されます。 

協議書において英国法務省が発表した指針案は、規範となる詳細な基準を定めていません。その代わり、適正な実践

と十分な手続きの実例を含む「柔軟な指針」の規定を試みています。このような手法を採用する理由は、この指針を多

様な領域で運営される様々な規模の団体に適用することを可能にするためです。一方で、この手法の欠点としては、自

らがコンプライアンスを完全に充足しているか、団体にとって判断する基準が不明確となる点が挙げられます。 

協議書別紙 A に含まれる指針案は、贈収賄を防ぐための 6 つの原則を定めています。 
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1. リスク評価 － 営利団体は、自らがさらされている贈収賄リスクの性質と程度につき、定期的かつ包括的

に評価すべきである。 

2. 経営陣のコミットメント － 営利団体の経営陣（取締役会、所有者その他それらと同等の機関または個人

等）は、贈収賄の防止に尽力すべきである。また、団体内において、贈収賄を一切認めないという文化を

確立すべきである。更に、贈収賄を一切伴うことなく運営するという団体の方針が、あらゆるレベルの経

営陣、全従業員、ならびに代理人、顧問または代理店等の外部関係者に確実かつ明確に伝わるような措

置を講じるべきである。 

3. デューディリジェンス － 営利団体は、その団体のサプライチェーン、代理人および仲介業者を含む取引

関係の全当事者、あらゆる形式の合弁会社および同様の関係者、ならびにその団体の事業運営に関係

するあらゆる市場を対象とするデューディリジェンス指針および手続きを有するべきである。 

4. 明確、実務的かつ閲覧可能な指針および手続き － 営利団体の名義での贈収賄犯罪を防止するための

営利団体の指針および手続きは、明確、実務的、閲覧可能かつ執行可能であるべきである。指針および

手続きは、所有者および取締役会からその営利団体が支配する全従業員、人および団体にわたるあら

ゆる人員の役割を勘案すべきである。 

5. 効果的な実施 － 営利団体は、自らの贈収賄防止指針および手続きを効果的に実施し、その全体におい

て確実に採用されるようにすべきである。 

6. 監視と検討 － 営利団体は、関連指針および手続きのコンプライアンスを確実とし、発生した問題を特定

し、適切な場合は改善策を講じるため、監視・検討制度を設けるべきである。 

英国法務省が規定したこれら 6 つの原則を充足する指針および手続きを確実に実施していると認識する団体もあると

思われます。しかし、もしそうでない場合、その団体は、2011 年 4 月までに追加措置を実施するよう検討する必要があ

ります。  

モリソン・フォースターは、規制遵守に関する問題への助言について幅広い経験を有する強力なチームをロンドンおよび

アジアに有しています。1000 名を超える弁護士を有する世界的な法律事務所であるモリソン・フォースターは、企業に

対するコンプライアンス顧問業務、内部調査の実施、米国司法省および米国証券取引委員会による調査における企業

および個人の代理等、贈収賄防止問題において幅広い専門知識を有しています。意見書提出プロセス、英国 2010 年

贈収賄法の実施、その他汚職または贈収賄関連事項に関して生じるご質問につきましては、ロンドンオフィスの Kevin 
Roberts および Keily Beirne、ならびに東京オフィスの Daniel P. Levison が対応いたします。 

意見書提出者への質問 

英国法務省は、以下の PDF リンクから閲覧できる協議書 6 ページ記載の質問に対する意見書を受付中です。意見募

集期間は 2010 年 11 月 8 日に終了します。これは、利害関係者が最終的な指針の内容について意見を提供する良い

機会です。必要であれば、モリソン・フォースターのロンドンオフィスの訴訟グループが意見書の作成をご支援します。 

http://www.justice.gov.uk/consultations/docs/bribery-act-guidance-consultation1.pdf 
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モリソン・フォースターの腐敗防止に関する実務の詳細情報につきましては、下記担当宛にご連絡ください。 

ケヴィン・ロバーツ 
KEVIN ROBERTS 
ロンドン 
LONDON 
+44 20 7920 4160 
kroberts@mofo.com 

ダニエル P. レヴィソン 
DANIEL P. LEVISON 
東京 
TOKYO 
+81 3 3214 6522 
dlevison@mofo.com 
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北京 
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+86 10 5909 3566 
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サンフランシスコ 
SAN FRANCISCO 
+1 (415) 268-7444 
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カール H. ローエンソンJＲ 
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NEW YORK 
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デンバー 
DENVER 
+1 (303) 592-2257 
rfons@mofo.com 
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ワシントンD.C. 
WASHINGTON, DC 
+1 (202) 887-6930 
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モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは、多くの分野において優れた実績を誇る国際的な法律事務所です。クライアントには大手金融

機関、Fortune 100 企業、投資銀行、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業等が名を連ねています。過去 6 年間、

American Lawyer 誌の A-List に選ばれてきただけでなく、Fortune 誌が「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務

所を挙げています。当事務所のローヤーは、革新的かつビジネスマインドによる問題解決において信頼を得ており、ク

ライアントのニーズを第一に考える姿勢により、長期的な関係の維持や高品質のサービスを実現しています。 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体

的な法的アドバイスを提供するものでもありません。 
 


