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2020年における海外贈収賄規制を巡る動き 

～米国 FCPA及び日本の動きを中心に～ 

 

Ⅰ. はじめに 

Ⅱ. 米国 FCPAガイドラインの改訂 

Ⅲ. 日本の外国公務員贈賄罪における近時の動向

Ⅳ. おわりに 

 

 

 

 

 

Ⅰ. はじめに 

 

近年、グローバルでのコンプライアンスへの意識の高まりと共に、日本企業にとって、

海外における贈収賄リスクは益々高まっています。とりわけ、巨額の制裁が科される可

能性のある米国 Foreign Corrupt Practices Act（以下「FCPA」といいます。）や、日本の

不正競争防止法上の外国公務員贈賄罪は特に重要な法律です。 

そこで、本ニュースレターでは、2020 年における海外贈収賄規制を巡る主要な動き

として、本年 7月に米国の司法省（以下「DOJ」といいます。）及び証券取引委員会（以

下「SEC」といいます。）が公表した FCPA ガイドラインの改訂版の概要、並びに、日

本の不正競争防止法上の外国公務員贈賄罪に関する近時の傾向及び動向を概説します。 

 

Ⅱ. 米国 FCPAガイドラインの改訂 

 

1．背景 

 

FCPA は、外国公務員への贈賄行為を防止することを目的として 1977 年に制定さ

れた米国の法律です。FCPAの規制内容は、主に贈賄行為を禁止する趣旨の「贈賄禁

止条項」と、米国証券発行者（issuers）に対して適正な会計処理と内部会計統制を行

うことを義務付ける「会計条項」に大別されます。FCPAは外国人又は外国企業によ

る贈賄行為ないし米国外における贈賄行為においても極めて広く適用される可能性

があり、実際に日本企業も様々な形で FCPA違反に問われています。また、FCPAは

日本の不正競争防止法による執行と比較しても格段に厳しい制裁が科される事例が

相次いでおり（数百億円や数千億円の罰金等が科されることも珍しくありません。）、

特に注意が必要です。 
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FCPA の主な執行機関は、刑事手続き執行する DOJ と民事制裁金を課すことによ

り違反者の責任を追及する SECであり、その他連邦捜査局（FBI）や内国歳入庁（IRS）

等の関係当局とも協力して捜査に当たっています。DOJ及び SECは、2012年に「A 

Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act」（以下「FCPAガイドライ

ン旧版」又は「旧版」といいます。）と題する解釈指針を共同で公表しています。FCPA

ガイドライン旧版は、法的な拘束力はないものの、FCPAの適用範囲・構成要件やコ

ンプライアンスプログラム等に関する DOJ 及び SEC の見解や執行方針等が記載さ

れている重要な指針と位置付けられており、実際に日本企業における贈賄リスク対応

やコンプライアンス体制構築の観点からも、実務上多く参照されてきました。 

2020年 7月 3日に、DOJ 及び SECは FCPAガイドラインの改訂版（以下「FCPA

ガイドライン改訂版」又は「改訂版」といいます。）を共同で公表しました。FCPAガ

イドライン改訂版は、FCPAガイドライン旧版から大きな変更はないものの、各種解

釈等の明確化や、過去 8 年間の裁判例・執行事例等を反映した内容になっています。 

 

2．米国 FCPAガイドライン改訂版の主な改訂事項 

 

（1）贈賄禁止条項に関する改訂内容 

① FCPAの域外適用 

FCPA は、外国人又は外国企業による贈賄行為ないし米国外における贈賄行為に

おいても極めて広く適用されると解されており、これまでも多くの事例で積極的に

FCPAの域外適用がなされてきました。今般、かかる域外適用の範囲（特に共謀・ほ

う助・教唆等の共犯構成による域外適用の範囲）について追記がなされています。 

FCPA上の贈賄禁止条項の適用対象としては（1）米国証券発行者（issuers）、（2）

米国の国内関係者（domestic entities）、（3）米国領域以内で行為の一部を行った者、

又は（4）これらの者の代理人（agent）が挙げられますが、DOJ は、これ以外にも

共謀（conspiracy）、ほう助・教唆（aiding and abetting）を行った者についても FCPA

が適用され得るとしてきました。 

しかしながら、2018年に第 2巡回区連邦控訴裁判所がこのDOJの解釈を否定し、

FCPAの対象は、FCPAに列挙されている上記（1）から（4）の適用対象に限られる

と判断していました。その一方で、第 2 巡回区連邦控訴裁判所の管轄外の別の地方

裁判所がこの判決と異なる見解を示すなどしており、米国内の裁判所では解釈が一

致していない状況にあります。 

この点、FCPA ガイドライン改訂版では、第 2 巡回区連邦控訴裁判所の判決及び

第 2 巡回区連邦控訴裁判所の判決を否定した地方裁判所の判決がいずれも参照され

ています。また、旧版において、「外国人・外国企業に対して、仮に行為が米国外で

行われたとしても、共謀・ほう助・教唆等により FCPA が適用され得る」という趣

旨で記載されていた文章を削除するなどの改訂もしています。DOJ 及び SEC とし

ては、引き続き FCPA の明文で定められている範囲よりも FCPA の適用対象を広く
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解釈する立場は維持していると想定しておくべきと考えられますが、FCPA ガイド

ライン改訂版においては、「少なくとも第 2巡回区連邦控訴裁判所の管轄内において

は」（“at least in the Second Circuit”）、FCPAに列挙されている上記の（1）から（4）

の適用対象に限られる可能性があるとコメントされています。 

 

② M&A 等における承継者責任（Successor Liability）について 

日本企業に対して FCPAが適用され得るもう一つの重要な場面として、M&A 等に

おいて、対象会社を買収するなどした場合における「承継者責任（Successor Liability）」

を負う可能性がある場面が挙げられます。承継者責任とは、対象会社と合併し又は

対象会社を買収したような場合に、承継した企業（Successor）が、被承継企業の責

任を引き継ぐことになるという考え方であり、承継企業（買い手側）としては、M&A

等の場合において被承継企業（売り手側）の FCPA リスクを引き継がないようにす

ることが重要となります。この承継者責任に関して、FCPAガイドライン旧版におい

ても解説がなされていましたが、改訂版において記載が加えられています。 

FCPAガイドライン旧版においても、かかる承継者責任の観点からは、M&A 等の

過程において十分なデュー・ディリジェンス（DD）を行うことが重要である旨指摘

されていましたが、実務上の課題として、M&Aのクロージングまでに DDを完全に

行うことが難しい場合もあることが認識されていたところ、FCPA ガイドライン改

訂版においては、DOJ及び SECは、一定の場合において、買収完了前における強固

な DD が不可能である場合も存在することを認識していると表明したうえで、その

場合には、DOJや SECは、買収完了後において DD及びコンプライアンス体制の統

合に向けた迅速性や徹底性を確認することになる、といった考え方が追記されまし

た。 

 

③ 機関（instrumentality）の定義 

贈賄禁止条項の要件の一つとして、贈賄を「外国公務員」に対して行うことが禁

止されるという旨が規定されています。かかる「外国公務員」には、外国政府又はそ

の部門（department）、局（agency）、機関（instrumentality）もしくは公的国際機関

（public international organization）の役職員その他の者が含まれるとされ、非常に

広く定義されています。このうち「機関」については明確な定義が設けられておら

ず、FCPAガイドライン旧版においては、「機関」の該当性のための考慮要素が挙げ

られていました。改訂版では、その後に判示された第 11巡回区連邦控訴裁判所の判

決1を引用し、「機関」を「外国政府によって支配されている事業体で、かつ、当該政

府がそれ自体の行為として取り扱う機能を履行する事業体」と定義し、上記定義の

外国政府による支配の判断の考慮要素として、下記が挙げられています。 

⚫ 外国政府による当該事業体の正式な指定 

⚫ 外国政府が当該事業体の過半数の株式等を保有しているか 

 
1 United States v. Esquenazi, 752 F.3d 912, 920-33 (11th Cir. 2014) 
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⚫ 外国政府が当該事業体の代表者を選解任する権限を有しているか 

⚫ 当該事業者の利益が直接的に外国政府の財源となる程度、及び当該事業体の赤

字に対して外国政府が支援する資金の程度 

⚫ 上記の要素が継続した期間の長さ 

加えて、上記定義のうちの、当該政府がそれ自体の行為として取り扱う機能を履

行しているか否かの判断の考慮要素としては、下記が挙げられています。 

⚫ 当該事業体が、その遂行するための機能を独占しているか 

⚫ 外国政府が事業体により提供される役務に係る費用を補助しているか 

⚫ 当該事業体がその国において広く公衆に役務を提供しているか 

⚫ その国の公衆や政府が、当該事業体が政府の機能を履行していると認識してい

るか 

FCPAガイドライン改訂版の公表後も、「機関」の役職員への該当性の判断は、個

別の事案に応じて検討する必要がある点には変わりはないものの、FCPA ガイドラ

イン改訂版はその判断に際しての考慮要素をより具体的に示したものになります。 

 

④ 贈賄禁止条項に関するその他のアップデート 

FCPAガイドライン旧版においても、贈賄禁止条項の各要件等の解説において、関

連する事案や判決等が紹介されていましたが、改訂版においては、上記で概説した

ポイント以外の各要件の解説等においても、その後の 8 年間の事案・判例等の積み

重ねを踏まえて、記載が追加されたり事案・判例等の紹介が差し替えられたりする

などの修正が行われています。 

 

（2）会計条項における改訂内容 

FCPA ガイドライン改訂版においては、会計条項についてもいくつかのアップデ

ートが行われていますが、本ニュースレターでは内部会計統制とコンプライアンス

プログラムの関係性について記載が追記された点をご紹介します。 

会計条項においては、米国証券発行者に対して、内部会計統制の整備と維持に関

する義務が定められていますが、かかる義務とコンプライアンスプログラムとの関

係性についての記載が追加されました。FCPAガイドライン改訂版においては、内部

会計統制はコンプライアンスプログラムとは同義ではないものの、重要な部分で重

なり合うものであると記載されました。そして、企業の実情等を踏まえて適切な内

部会計統制やコンプライアンスプログラムを設ける必要があるとされています。

SECでは、以前より、贈賄禁止条項の違反を問えない場合であっても会計条項違反

に基づいて FCPA 違反の責任を問う傾向があるため、今回の FCPA ガイドライン改

訂版の記載にも鑑みると、企業においては、引き続き、内部会計統制だけでなく実

効的なコンプライアンスプログラムを構築・運用することが重要になると考えられ

ます。 
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（3）執行方針その他ポリシー・取組方針等に関するアップデート 

FCPAガイドライン旧版の公表以降、DOJや SECにおいては、FCPAに関する各

種の取組みを進めており、執行方針や各種取組みについてポリシーやガイドライン

等が公表されており、改訂版においてはそれらの内容が追記されています。 

まず、DOJ が 2017年 11月に公表（2019年 11月に一部改訂）した「FCPA違反

企業に対する執行方針」（FCPA Corporate Enforcement Policy）が追記されており、

かかる方針に従って執行することを明確にしています。同方針によれば、企業が（1）

違反行為を自主申告し、（2）捜査に全面的に協力し、（3）適時かつ適切な是正処置

をとれば、原則として、当該企業に対する訴追は行われないことが規定されていま

す。 

次に DOJ が 2017 年 2 月に公表（2020 年 6 月に一部改訂）した「企業コンプラ

イアンスプログラムの評価」（Evaluation of Corporate Compliance Programs）が追

記されています。なお、これは企業のコンプライアンスプログラムの実効性を DOJ

が評価する際の考慮要素を示したものであり、FCPA ガイドライン改訂版において

はその概要が紹介されています。 

更に FCPA ガイドライン改訂版は、DOJ の Assistant Attorney General であった

Benczkowski 氏による 2018 年 10 月 11 日付のメモ（いわゆる Benczkowski メモ）

を反映しており、DOJ のコーポレートモニター（独立の監視人）の要否に関する方

針や考慮要素が記載されています。 

また、一つの違反行為が、FCPA以外の複数の法域の贈賄防止に関する法律に違反

する場合、DOJや SECは、他国の当局と協力して、不必要な処罰の積み重なり（piling 

on）を回避することに努めることを記載しています。 

 

Ⅲ. 日本の外国公務員贈賄罪における近時の動向 

 

日本の不正競争防止法の外国公務員贈賄罪においては、外国公務員等に対し、国際

的な商取引に関して、営業上の不正の利益を得るために、贈賄等をすることが禁止さ

れています。日本における外国公務員贈賄罪の執行事案については、従前は海外での

比較的大規模の公共事業やプロジェクト等に関連した腐敗事案等、贈賄金額も比較的

大きめの贈賄が問題となる傾向がありました。 

これに対し、2019年末以降においては、このような贈賄額が大きい外国公務員への

贈賄だけではなく、贈賄額が小規模の外国公務員に対する贈賄が摘発される例が見ら

れるようになってきています。 

例えば、公表・報道等されている事案においても、2019年末から 2020 年にかけ

て、日本国内において福岡や大阪のベトナム総領事館の領事に対して、10万円～20万

円程度の賄賂を渡したうえで、公的な書類の入手等について便宜を図ってもらったと

の事案で、相次いで外国公務員贈賄罪として立件・起訴され、罰金刑が科されていま

す。 
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こうした形で、贈賄額の比較的小さい事案においても積極的に摘発・立件が行われ

ている背景としては、2019年 7月に公表された OECD贈賄作業部会による第 4 期対

日審査報告書が影響している部分もあるものと考えられます。日本は、OECDの「国

際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」（OECD条約）の締結

国として、OECD条約の枠組みに従って定期的に OECDによるレビューを受けてきて

おり、これまでにも、OECDの贈賄作業部会からは日本の外国公務員贈賄罪の執行状

況が芳しくないことについて厳しい指摘を受けてきていたところ、上記第 4期対日審

査報告書においても、「日本は引き続き、贈賄防止のための法の執行状況が特に低い水

準であることが明らかである」との厳しい指摘を受けており、これを受け、今後も引

き続き、贈賄金額の多寡にかかわらず積極的に摘発される傾向は続くものと推測され

ます。 

また、第 4期対日審査報告においては、経済産業省が策定・公表している外国公務

員贈賄防止指針の内容についても指摘が入っており、それを受け、2020年 1月～7月

にかけて経済産業省において「外国公務員贈賄防止に関する研究会」が開催され、外

国公務員贈賄防止指針の改訂が議論されたことが公表されており、今後もこうした第

4期対日審査報告を受けた動きが続くものと考えられ、注視が必要です。 

 

Ⅳ. まとめ 

 

グローバルに活動する日系企業としては、上記の FCPAガイドライン改訂版の内容や

外国公務員贈賄罪の近時の執行傾向等を踏まえて、グローバル・コンプライアンス体制

を速やかに構築し、また、運用・改善していくことが引き続き重要になります。また、

今後、米国及び日本に限らず、各国において贈賄リスクに対しては益々厳しい目が向け

られるようになり、また当局による摘発等も一層活発になるものと推測されます。日本

企業としては、これらの法律や当局の動向について常に注視しておく必要があるととも

に、贈賄リスクの低減のためには、各国にある子会社・グループ会社を含むグローバル・

コンプライアンス体制の構築がより急がれます。 

 

 

 

セミナー情報 

➢ セミナー  『改正公益通報者保護法の最新実務と金融機関における不祥事対

     応・内部通報制度の実践』 

開催日時  2021年 2月 3日（水）13:30～16:30 

講師    山内 洋嗣、千原 剛 

主催    株式会社セミナーインフォ 
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文献情報 

➢ 論文    「電気事業とコンプライアンス」 

掲載誌   電気新聞 2020年 6月 30日版、7月 1日～3日版、6日～7日版 

著者    木山 二郎 

 

➢ 論文    「司法取引制度 日本版司法取引制度の中小企業への初適用～適用

     の広がりがもたらす影響と持つべき視点～」 

掲載誌   ビジネスガイド 2020年 8月号 

著者    山内 洋嗣、山田 徹、奥田 敦貴 

 

➢ 論文    「公益通報者保護法改正の解説とそれに伴う実務的対応」 

掲載誌   月刊監査役 No.712 

監修    山内 洋嗣 

 

➢ 論文    「不正・不祥事事案の再発防止策の類型化と分析 第 3回 品質・

     データ偽装」 

掲載誌   資料版商事法務 438号 

著者    山内 洋嗣、湯浅 哲 

 

➢ 論文    「増大する輸出管理リスク～米中対立激化の中で～」 

掲載誌   NBL No.1179 

著者    玉木 昭久 

 

➢ 論文    「企業における「渡す」・「貰う」の法的問題 「ギフトコンプライ

     アンス」のルール整備と実務ポイント」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.21 No.1 

著者    木山 二郎 

 

NEWS 

➢ 日本経済新聞の「企業法務・弁護士調査 2020年」において高い評価を得ました 

日本経済新聞社による第 16回「企業法務・弁護士調査」の、2020 年に活躍した

弁護士ランキング（企業が選ぶ弁護士ランキング及び総合ランキング（企業票＋

弁護士票））において、当事務所の弁護士が以下の通り選ばれました。 

 

企業法務分野（M&A除く） 

澤口 実 弁護士（企業 8位、総合 4位） 

石綿 学 弁護士（企業 8位、総合 7位） 
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M&A分野 

石綿 学 弁護士（企業 3位、総合 2位） 

 

危機管理（コロナ対応など）分野 

山内 洋嗣 弁護士（総合 7 位） 

 

➢ 山内 洋嗣 弁護士のコメントが、日本経済新聞 11面『内部通報 実効性どこまで 

法改正、企業の体制整備義務づけ 報告者の保護 強化』と題した記事に掲載さ

れました 

 

➢ 蔦 大輔 弁護士のコメントが、中日新聞および東京新聞の『疑いの段階？陽性判

明後？ 新型コロナ 感染情報、共有いつから』と題した記事に掲載されました 

 

➢ MHM D&I Policyを公表いたしました 

当事務所では、ダイバーシティ＆インクルージョンを推進するために、MHM 

Diversity & Inclusion Policy を策定・公表いたしました。 

詳細は、当事務所ウェブサイト「Diversity & Inclusion」をご参照ください。また、

当事務所におけるダイバーシティ＆インクルージョンに関する取り組みについ

ては、特集ページも併せてご参照ください。 

 

 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 

03-6212-8330 

www.mhmjapan.com 

http://www.mhmjapan.com/ja/firm/diversity-and-inclusion.html
https://www.mhmjapan.com/ja/legal-topics/year/2020/5.html

