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 参考訳 

 The Serious Fraud Office releases 
updated guidance on key aspects of the 
UK Bribery Act 2010 and self-reporting 

重大不正捜査局が 
2010 年英国贈収賄法の重要な問題および 

自己申告に関する指針の更新版を公表 

By Kevin Roberts 
Keily Blair 

（執筆者） ケビン・ロバーツ 

ケイリー・ブレア  

The Bribery Act 2010 (the Act), which came into force 

in July 2011, created a more robust legislative 

framework allowing for the prosecution of domestic 

and international bribery offences in the UK. The 

Serious Fraud Office (the SFO) is the lead agency in 

England, Wales and Northern Ireland for investigating 

and prosecuting cases of domestic and overseas 

corruption. 

2010 年英国贈収賄法（以下「本法」という。）は 2011 年 7

月に施行され、英国における国内および海外の贈収賄罪

の訴追を認めるという、より強固な立法の枠組みを創出し

た。重大不正捜査局（以下「SFO」という。）は、イングラン

ド、ウェールズおよび北アイルランドにおける域内および海

外の汚職事件の捜査および訴追の主導機関である。 

On 9 October 2012, the SFO published updated 

statements of policy on certain key issues arising 

under the Act. These statements of policy deal with 

the topics of facilitation payments and business 

expenditure under the Act. In addition, the SFO has 

updated its general policy on corporate self-reporting 

of offences. 

2012 年 10 月 9 日、SFO は本法の下で生じた特定の重

要問題についての指針書の更新版を公表した。この指針

書は本法の下での業務円滑化のための支払いや営業支

出といったテーマを扱っている。SFO はさらに、企業による

犯罪の自己申告についての基本方針も更新している。 

The statements of policy have been updated in order 

to: 

指針書の更新は次の事項を目的としている。 

a)  restate the SFO’s primary role as an 

investigator and prosecutor of serious or 

complex fraud, including corruption; 

a) 汚職を含む重大または複雑な不正行為の捜査機関

および訴追機関としての SFO の主たる責務の記述

を変更すること、 

b)  ensure there is consistency with other 

prosecuting bodies; and 

b) 他の訴追機関との整合性を確保すること、および 

c)  meet certain recommendations of the 

Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD). 

c) 経済協力開発機構（OECD）の一定の勧告に応じる

こと。 

The revised statements of policy will have immediate 

effect and supersede any statements of policy or 

practice previously made by or on behalf of the SFO 

改訂指針書は即時に効力を生じ、上記の課題に関して

SFO が従前に作成し、または SFO のために作成された

指針書又はこれまでの実務に代わることになる。 
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regarding these issues. 

THE STATEMENTS OF POLICY 指針書 

Facilitation Payments under the Act 本法における業務円滑化のための支払い 

The SFO confirms that: SFO は次の点を確認している。 

 A facilitation payment is a type of bribe.  業務円滑化のための支払いは贈賄の一類型である

こと。 

 Facilitation payments are illegal under the Act 

regardless of the size or frequency of the 

payment. 

 支払額または頻度に関係なく、業務円滑化のため

の支払いは本法においては違法であること。 

Business Expenditure (Hospitality) under the Act 本法における営業支出（接待） 

The SFO acknowledges that: SFO は次の点を認識している。 

 Bona fide hospitality or promotional or other 

legitimate business expenditure is an 

established and important part of doing 

business. 

 偽装でない真正な接待または販売促進その他の合

法的な営業支出は確立したビジネス遂行上の重要

な一部であること。 

 Bribes are sometimes disguised as legitimate 

business expenditure. 

 賄賂は合法的な営業支出を装うことがあること。 

Self-reporting 自己申告 

The SFO has updated its guidance on corporate self-

reporting generally. This guidance will apply to 

corporate self-reporting on all matters which fall within 

the remit of the SFO and not just corporate self-

reporting in relation to offences under the Act. 

SFO は、企業の自己申告についての指針を全体的に更

新している。この指針は、本法に基づく犯罪行為に関する

企業の自己申告だけでなく、SFO の捜査範囲に該当する

全ての事項に関する企業の自己申告に適用される。 

The SFO confirms that: SFO は次の点を確認している。 

 The fact that a corporate body has reported itself 

will be a relevant consideration to the extent set 

out in the Joint Guidance on Corporate 

Prosecutions (the Corporate Prosecution 

Guidance). 

 企業が自己申告したという事実は、企業訴追に関す

る共同指針（Joint Guidance on Corporate 

Prosecutions）（「企業訴追に関する指針」）に定め

る範囲内で相当の考慮がなされること。 

 The Corporate Prosecution Guidance itself has 

not been updated or amended. The Corporate 

Prosecution Guidance explains that, for a 

self-report to be taken into consideration as a 

public interest factor tending against 

prosecution, it must form part of a “genuinely 

proactive approach adopted by the corporate 

management team when the offending is 

brought to their notice.” 

 企業訴追に関する指針それ自体は更新または改定

が行われていないこと。企業訴追に関する指針は、

訴追しないことによる公共の利益のファクターとして

考慮すべき自己申告について、「当該犯罪がその告

知で明らかとなった時、企業の経営陣が取った真に

積極的な態度」の一部を構成しなければならないと

説明している。 

 Self-reporting is no guarantee that a prosecution 

will not follow, and each case will turn on its own 

 自己申告は、訴追が行われないという保証ではな

く、各事件は個々の事実次第となること。 

http://www.sfo.gov.uk/bribery--corruption/the-bribery-act/facilitation-payments.aspx
http://www.sfo.gov.uk/bribery--corruption/the-bribery-act/facilitation-payments.aspx
http://www.sfo.gov.uk/bribery--corruption/the-bribery-act/business-expenditure.aspx
http://www.sfo.gov.uk/bribery--corruption/the-bribery-act/business-expenditure.aspx
http://www.sfo.gov.uk/bribery--corruption/corporate-self-reporting.aspx
http://www.sfo.gov.uk/bribery--corruption/corporate-self-reporting.aspx
http://www.sfo.gov.uk/media/65217/joint_guidance_on_corporate_prosecutions.pdf
http://www.sfo.gov.uk/media/65217/joint_guidance_on_corporate_prosecutions.pdf
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 Even in cases where the SFO does not 

prosecute a self-reporting corporate body, the 

SFO reserves the right (i) to prosecute it for any 

unreported violations of the law, and (ii) to 

lawfully provide information on the reported 

violation to other bodies (such as foreign police 

forces). 

 SFO が自己申告を行った企業を訴追しない場合で

あっても、SFO は(i) 申告されていない法律違反に

ついて当該企業を訴追する権利、および(ii) 申告さ

れた違反行為に関する情報を他の機関（外国の警

察など）に合法的に提供する権利は留保すること。 

WHEN WILL THE SFO PROSECUTE? SFO はどのような事情の下で訴追するか 

The SFO has reiterated that it will only prosecute if, 

on the evidence, there is a realistic prospect of 

conviction and it is in the public interest to do so. 

SFO は、証拠に基づいて、有罪の現実的な見込みがあ

り、訴追することが公共の利益に適う場合にのみ訴追する

と繰り返し述べている。 

In each of the updated statements of policy, the SFO 

has reemphasized that all decisions to prosecute 

unlawful activity will be governed by the Full Code 

Test in the Code for Crown Prosecutors and the Joint 

Prosecution Guidance of the Director of the SFO and 

the Director of Public Prosecutions on the Bribery Act 

2010. Where relevant, the Joint Guidance on 

Corporate Prosecutions will also be applied. 

更新された各指針書において、SFO は再び、違法行為を

訴追する決定はすべて、公訴官に関する規則（Code for 

Crown Prosecutors）ならびに 2010 年贈収賄法に係る

SFO 長官および公訴長官の共同訴追に関する指針（Joint 

Prosecution Guidance of the Director of the SFO and 

the Director of Public Prosecutions on the Bribery Act 

2010）の完全規範テスト（Full Code Test）に準拠すること

を強調している。該当する場合、企業訴追に関する共同指

針（Joint Guidance on Corporate Prosecutions）が適用

されることもある。 

It is important to note that these policy documents 

have not changed, save for the reference to the 

SFO’s previous policy on self-reporting. 

SFO の自己申告に関する従前の方針への言及を除き、上

記の方針書面等は変更されていない点に留意することが

重要である。 

The impact of the revised statements of policy 改訂指針書の影響 

The SFO has stated that “the new approach restates 

the SFO’s primary purpose,” namely the investigation 

and prosecution of offences which fall within its remit. 

As such, the updated statements of policy do not 

reflect a change in the SFO’s position on these 

issues. 

SFO は、「新たなアプローチは SFO の主たる目的（すなわ

ち、SFO の捜査範囲に該当する犯罪の捜査および訴追）

を再表示する」と述べている。そのため、指針書更新版は

上記の問題に関する SFO の立場の変更を反映していな

い。 

The guidance used to evaluate whether the SFO will 

bring a prosecution against a corporate entity remains 

the same. The SFO will continue to review and 

assess each case according to its own 

circumstances. Additionally, and of particular 

importance for corporate entities, the statements of 

policy have not altered the guidance provided by the 

Ministry of Justice regarding the procedures that a 

corporate organization can implement in order to rely 

on the “adequate procedures” defense under section 

9 of the Act. The full text of the Ministry of Justice 

SFO が企業に対し訴追するか否かの判断に用いられる指

針は依然として同じものである。SFO は今後もその事情に

応じて各事件を見直しおよび評価を続けるであろう。さら

に、特に企業体にとって重要なことは、指針書は、本法第

9 条に基づく「十分な手続き」に依拠するために企業組織

が実施できる手続きに関して法務省が定めた指針を変更

していないことである。十分な手続きに関する法務省の指

針の全文（英文）は下記のサイトから入手できる。 

http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/ 

bribery-act-2010-guidance.pdf 

http://www.cps.gov.uk/publications/docs/code2010english.pdf
http://www.sfo.gov.uk/media/167348/bribery_act_2010_joint_prosecution_guidance_of_the_director_of_the_serious_fraud_office_and_the_director_of_public_prosecutions.pdf
http://www.sfo.gov.uk/media/167348/bribery_act_2010_joint_prosecution_guidance_of_the_director_of_the_serious_fraud_office_and_the_director_of_public_prosecutions.pdf
http://www.sfo.gov.uk/media/167348/bribery_act_2010_joint_prosecution_guidance_of_the_director_of_the_serious_fraud_office_and_the_director_of_public_prosecutions.pdf
http://www.sfo.gov.uk/media/65217/joint_guidance_on_corporate_prosecutions.pdf
http://www.sfo.gov.uk/media/65217/joint_guidance_on_corporate_prosecutions.pdf
http://www.cps.gov.uk/publications/docs/code2010english.pdf
http://www.cps.gov.uk/publications/docs/code2010english.pdf
http://www.sfo.gov.uk/media/167348/bribery_act_2010_joint_prosecution_guidance_of_the_director_of_the_serious_fraud_office_and_the_director_of_public_prosecutions.pdf
http://www.sfo.gov.uk/media/167348/bribery_act_2010_joint_prosecution_guidance_of_the_director_of_the_serious_fraud_office_and_the_director_of_public_prosecutions.pdf
http://www.sfo.gov.uk/media/167348/bribery_act_2010_joint_prosecution_guidance_of_the_director_of_the_serious_fraud_office_and_the_director_of_public_prosecutions.pdf
http://www.sfo.gov.uk/media/65217/joint_guidance_on_corporate_prosecutions.pdf
http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
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Guidance on adequate procedures is available at 

http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/ 

bribery-act-2010-guidance.pdf. 

As such, the practical implications of these updates to 

SFO policy is minimal. However, the decision by the 

SFO to issue these updated statements of policy 

indicates that the Act remains high on its agenda. 

While critics continue to point to the absence of 

corporate prosecutions for international corruption 

offences as an indication of the lack of practical effect 

of the Act, we believe that the lack of prosecutions 

has been caused by both the lack of retrospective 

effect of the Act and the length of time it takes to 

bring complex actions of this nature. We continue to 

expect to see an increase in high-profile actions being 

brought under the Act in the future. 

このように、上記の SFO の方針の更新の実務上の意味

合いはごくわずかである。但し、SFO がこの指針書更新版

の公表を決定したことは、本法が SFO の検討課題として

優先度が高いことを示している。批評家らは、国際的な贈

収賄罪に係る企業訴追がないことを本法の実務上の効果

の欠如として指摘し続けるものの、訴追がないことは、本

法に遡及効がないこと、およびこのような性質の複雑な訴

訟を提起するために相当の期間を要することに起因すると

考えられるが、今後、本法に基づき提起される注目すべき

訴訟が増加することは予想される。 

モリソン・フォースターの汚職防止に関する実務の詳細情報につきましては、下記窓口にご連絡ください。 
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About Morrison & Foerster: モリソン・フォースターについて 

We are Morrison & Foerster—a global firm of 

exceptional credentials in many areas. Our clients 

include some of the largest financial institutions, 

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

を誇る世界的な法律事務所です。クライアントには大手金
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investment banks, Fortune 100, technology and life 

science companies. We’ve been included on The 

American Lawyer’s A-List for nine straight years, and 

Fortune named us one of the “100 Best Companies to 

Work For.” Our lawyers are committed to achieving 

innovative and business-minded results for our clients, 

while preserving the differences that make us stronger. 

This is MoFo. Visit us at www.mofo.com. 

フサイエンス関連企業等が名を連ねています。American 

Lawyer 誌の A-List に過去 9 年間連続で選ばれただけで

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。モリソン･フォースターの弁護士

はクライアントのために最良の結果を出すことに全力を注

ぐ一方で、より強固な事務所となるべく各弁護士の個性を

失わないよう配慮しています。詳しくは、当事務所のウェブ

サイト（www.mofo.com）をご覧ください。 

Because of the generality of this update, the information 

provided herein may not be applicable in all situations 

and should not be acted upon without specific legal 

advice based on particular situations. Prior results do 

not guarantee a similar outcome. 

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。 




