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前文 

 

 本ガイドライン案では、外国公務員贈賄罪（不正競争防止法 18条）の事案において、日

本版司法取引制度（合意制度）（刑事訴訟法 350 条の 2）を活用するための明確な基準を

導入することを提言する。企業が不起訴処分を得るための基準を明確にすることで、まず

は企業にとって利用しやすい制度とすることが肝要である。これにより、捜査機関にとっ

ても捜査の端緒を広げ、国際事件である外国公務員贈賄罪の捜査を効率的に行うことがで

き、最終目的である海外贈収賄問題の根絶への貢献を期待しうる。 

 その不起訴処分を決定するための最も重要な要素は、捜査当局への協力の他、企業が贈

賄防止体制を整備していることである。すなわち、企業が贈賄防止に努めていなければ、

役職員個人を処罰して企業が罪を免れることに対する理解は得られない。この立場は、最

高検察庁より発表されている「合意制度の当面の運用に関する検察の考え方」において、

「国民の理解」が得られることが合意制度の適用において重要な要素とされていることと

合致する。 

 さらに、このように合意制度の基準を明確化していくことは、国際的な司法取引制度の

潮流に合致するものである。これは、先般 OECD が贈賄部会対日審査レポートにおいて、

合意制度の適用に関し明確な枠組を発展させるように提言していることにも対応している。 

 この点、我が国においては、企業が備えるべき贈賄防止体制については、第一に、経済

産業省「外国贈賄防止指針」（2017年 9月改訂）の「第２章 企業における外国公務員贈賄

防止体制について」において企業が目的とすべき体制のあり方が示されている。第二に、

それを補完すべく日本弁護士連合会が「海外贈賄防止ガイダンス（手引）」（2017 年 1 月

19日改訂）を発表している。 

 そこで、合意制度適用のための最重要要素として考慮すべき要素はこれらの基準による

こととした。 

 これにより、企業は、平時においては、これらの基準に従って体制構築を進めていくこ

とで贈賄事案の予防・発見に努め、有事においては社内調査を実施し、自主申告・捜査協

力をしていくことで合意制度上の不起訴処分等を得ることができ、贈賄リスクを低減する

ことができる。 

 海外贈賄防止委員会（ABCJ）は、本ガイドライン案が今後積極的に捜査当局、民間、専

門家の間で議論され、外国公務員贈賄罪の事案における合意制度の基準が明確化されるこ

とを望む次第である。 
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本文 

 

第１条（対象範囲） 

 本ガイドラインは、企業が、当該企業の役職員が関与した外国公務員贈賄罪に係る刑事

事件（以下「対象事件」）に関して、捜査機関に対し協力を行った場合における、当該捜

査協力を行った企業（以下「協力企業」）等に対する合意制度の適用のあり方を提言する

ものである 

 

第２条（不起訴処分） 

１ 協力企業が以下の要件を全て満たす場合には、協力企業（対象事件に関連するグルー

プ企業を含む。以下同じ）を、対象事件に関して不起訴処分（公訴を提起しないこと）と

する。 

① 協力企業が、捜査機関への事件発覚前に、捜査機関に対し、自主申告を行ったこと。 

② 協力企業が、捜査機関に対し、対象事件の捜査及び公判において十分な協力を行った

こと。 

③ 協力企業又は協力企業の役職員が、申告前の過去 5 年内に、外国公務員贈賄罪の有罪

判決を受けていないこと。 

④ 協力企業が、対象事件の実行行為時に、経済産業省の外国公務員贈賄防止指針及び日

本弁護士連合会の海外贈賄防止ガイダンス（手引）に基づき、相応の内部統制システ

ムを整備していたと認められ、かつ、対象事件を認識した後相当期間に実効性のある

体制を整備することを捜査機関との間で合意して、当該期間内に整備したと認められ

ること。 

⑤ 協力企業が、対象事件を認識した後、経済産業省の外国公務員贈賄防止指針及び日本

弁護士連合会の海外贈賄防止ガイダンス（手引）に基づき、適切な有事対応を行った

と認められること。 

２ 協力企業が第１項のうち、①要件を満たしていない場合であっても、他の要件を満た

す場合には、協力企業を、対象事件に関して不起訴処分（公訴を提起しないこと）と

することを積極的に検討する。 

 

第３条（実効性のある内部統制システムの要素） 

第２条１項４号における、実効性のある内部統制システムを整備したといえるか否かを

判断するにあたっては、以下の要素を考慮する。 

①  経営トップによるコミットメントと行動（経営トップを含め、企業集団として、不正

を行ってまで売上や利益を追求してはならないという姿勢を明確に示し、率先垂範す

るための具体的な行動をとること） 

② リスクベース・アプローチの採用（腐敗の実態や自社が直面する贈賄リスクを的確に

把握・評価した上で、贈賄リスクの高い事業活動に対して重点的に対処するリスクベ

ース・アプローチを採用すること） 

③ 基本方針及び社内規程の策定（明確な贈賄防止に向けた基本姿勢を示す基本方針及び

それを具体化する社内手続等を規定する社内規程を策定すること） 

④ 組織体制の整備（企業の規模及び贈賄リスクの程度に応じ、本社と現地拠点の双方に

おいて、贈賄を防止しかつ有事に対応するための組織体制や実効的な内部通報制度の
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整備を含む情報伝達ルートを整備すること。なお、内部通報制度は、消費者庁「公益

通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドラ

イン」を踏まえたものであること） 

⑤ 第三者の管理（エージェントなどの第三者を通じて行われる贈賄を防止するため、第

三者の贈賄リスクを適切に評価し、評価結果をふまえて第三者との取引関係を管理す

ること） 

⑥ 教育（経営トップ及び役職員に対し腐敗防止に関する教育を実施することにより、基

本方針及び社内規程の理解を深めると共に、現場での賄賂の不当要求への対応方法を

共有すること） 

⑦ モニタリングと継続的改善（基本方針及び社内規程の実施状況を定期的にモニタリン

グし、その結果をふまえ、外部機関との連携なども通じて、腐敗防止のための取組み

を継続的に改善すること） 

 

第４条（適切な有事対応の要素） 

 第２条１項５号における、適切な有事対応を行ったといえるか否かを判断するにあたっ

ては、以下の要素を考慮する。 

① 更なる贈賄行為の差止め（対象事件を認識した後、現場において更なる贈賄行為が行

われないよう対策を講じたこと） 

② 証拠保全の実施（対象事件認識後速やかに、協力企業に不利な事情を含め、必要な証

拠を保全する措置を実施したこと） 

③ 適切な社内調査の実施（対象事件を認識した後、速やかに適切な調査体制を整備し、

実施したこと。なお、社内調査についての担当役員を決定するとともに、調査チーム

の権限を明記し、調査チームメンバーの独立性、専門性を確保したこと） 

④ 適正な意思決定手続の履践（捜査機関への自主申告及び／又は司法取引の実施につい

て適正な意思決定手続を履践したこと） 

⑤ 根本原因の究明及び再発防止策の策定（調査により認定した事実関係に基づいて根本

原因を究明し、これに即した実効的な再発防止策を策定したこと） 

⑥ 内部通報者及び調査協力者の保護（対象事件を内部通報した者、対象事件の調査に協

力した者についての情報管理を徹底し、不利益な取り扱いがなされないよう対策を実

施したこと） 

⑦ 責任追及び社内処分の実施（対象事件の実行行為者、認識者、認識可能性のあった役

職員その他の関係者に対して、民事・刑事責任の追及及び社内処分を実施したこと。

ただし、内部通報制度を利用した、又は調査実施中に自主申告を行った役職員に対す

る処分減免の検討を含む） 
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別紙 本ガイドライン策定の背景・趣旨 

 

第１ 外国公務員贈賄罪に関する合意制度の活用の有用性 

いわゆる日本版司法取引制度として導入された合意制度（刑事訴訟法 350 条の 2）は、

被疑者・被告人による他人の刑事事件の捜査・公判への協力行為を「犯罪後の情況」（刑

事訴訟法 248 条）として考慮し、当該被疑者・被告人との間で処分の軽減等について合意

することを認める制度である。この合意制度が適用された第１号案件は、外国公務員贈賄

罪（不正競争防止法 18条）に係る事案であった[1]。同事案では、企業が当該企業の役職員

による外国公務員への贈賄行為についての捜査に協力したことをもって、企業に合意制度

が適用され、刑事訴追・処分を免れる結果となった。 

このように、外国公務員贈賄事案について、企業に合意制度を適用することは、企業と

捜査機関の双方においてメリットが生じる。すなわち、企業にとっては、刑事訴追・処分

を受ければ企業価値に対する重大な影響を生じ得る外国公務員贈賄事案について、合意制

度の適用により、自社に対する刑事訴追・処分を減免される可能性がある[2]。 

他方、捜査機関にとっても、合意制度を活用することにより、外国公務員贈賄事案につ

いて、効果的に犯罪を検知し、証拠を収集することが可能となる。すなわち、最高検察庁

は、2018 年に、「合意制度の当面の運用に関する検察の考え方」[3]（以下「最高検察庁通

達」）を公表しているところ、合意制度適用の導入の趣旨として「組織的な犯罪等におい

て、首謀者の関与状況等を含めた事案の解明を図るためには、組織内部のものから供述を

得ること等が必要不可欠」であることを記述しており、かつ事案の選定の基準として「従

来の捜査手法では同様の成果を得ることが困難な場合」を挙げている。この点、外国公務

員贈賄事案は、犯罪行為が密室で組織的に行われ、また、海外に証拠が散逸していること

が多いという特徴を有する。そのため、従来の捜査手法のみで対応するのが困難であり、

かつ組織内部の者から供述を得ることが必要であるという観点で、合意制度を活用するこ

とがまさに期待される典型事案と評価できる。 

 

第２ 外国公務員贈賄罪への合意制度適用における透明性向上の必要性 

刑事訴訟法 350 条の 2 では、合意制度の適用における考慮要素として「証拠の重要性、

関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情」を挙げて

いる。 

また、最高検察庁通達では、事案の選定の基準として「本人の事件についての処分等を

軽減してもなお、他人の刑事事件の捜査・公判への協力を得ることについて国民の理解を

得られる場合」でなければならないとし、基本的に「従来の捜査手法では同様の成果を得

ることが困難な場合」に協議の開始を検討するとしている。 

                                                      
1 三菱日立パワーシステムズ株式会社 2018年 7月 22日付プレスリリース 

https://www.mhps.com/jp/news/20180720.html 
2 組織的犯罪処罰・犯罪収益規制法の改正により外国公務員贈賄により得た利益も追徴対象に

拡張されているところ、合成制度の適用により、追徴も免れることができる可能性がある。 
3 最高検察庁 2018年 3月 13日付「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の運用等につ

いて(依命通達)」（最高検刑第 13 号）。最高検察庁新制度準備室「合意制度の当面の運用に関

する検察の考え方」『法律のひろば』2018年 4月、1頁。 
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しかし、これらの抽象的な規定のみでは、いかなる場合に外国公務員贈賄罪に合意制度

が適用されるのか明確な基準が示されているとは言い難い。このような予測可能性の不足

ゆえに合意制度が十分に活用されないこととなると、上述した合意制度の活用によるメリ

ットを企業と捜査機関の双方において享受できないことになりかねない。 

また、企業が合意制度を利用することに関しては、結果として企業が訴追・処分を免れ

る一方で一部の役職員が訴追・処分を受けることとなることから、いわゆる「トカゲのし

っぽ切り」になるのではないかという批判や懸念が生じる可能性も存在する。 

以上をふまえると、外国公務員贈賄事案に関して、いかなる場合に外国公務員贈賄罪に

合意制度を適用することが最高検通達における「国民の理解を得られる場合」に該当する

のか、基準を明確化して企業の予測可能性を高めることが必要である。 

なお、2019年に公表された OECD贈賄部会フェーズ４対日審査レポート[4]も、合意制度

に関して、企業が海外贈賄に関する捜査・訴追に協力する場合のより明確な枠組みを発展

させるように提言している[5]。上記基準の明確化は、OECD 贈賄部会の提言に対応する観

点からも有益である。 

 

第３ 平時・有事を通じた内部統制システムの整備状況の考慮の重要性 

この点、米国では、企業の予測可能性を高め、司法取引制度の活用を促進する観点から、

海外贈賄に関する司法取引制度適用にあたっての具体的な基準が存在する。米国司法省が

公表する「司法マニュアル」[6]中の「企業に対する連邦訴追原則」[7]では、検察官が司法

取引などの判断にあたっての考慮要素として、「企業のコンプライアンスプログラムの適

切性及び実効性」[8]及び「適切かつ実効的なコンプライアンスプログラムを実施し又は既

存のものを改善する企業の是正措置」[9]が挙げられている。米国司法省は、海外腐敗行為

防止法（FCPA）[10]に関してこれらの要素を具体的に評価するための文書として、企業の

コンプライアンスプログラム評価の関するガイダンス文書[11]も発表している（2017年公表、

2019年改訂）。 

また、英国では、その贈収賄法[12]が規定する法人の贈賄防止義務懈怠罪において、「適

切な手続」と呼ばれるコンプライアンス体制が存在する場合に犯罪が成立しないことを明

                                                      
4 https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Japan-Phase-4-Report-ENG.pdf 
5 OECD贈賄部会フェーズ４対日審査レポート 90頁提言 10.（10．Regarding the newly introduced 

Agreement Procedure、 the Working Group recommend that Japan: a. Develop a clearer framework 

setting out the credit that a company can earn by cooperating in the investigation and prosecution of 

foreign bribery cases.） 
6 Justice Manual 
7 Principles of Federal Prosecution of Business Organizations 
8 the adequacy and effectiveness of the corporation’s compliance program 
9 the corporation’s remedial efforts “to implement an adequate and effective corporate 

compliance program or to improve an existing one.” J 
10 Foreign Corrupt Practices Act of 1977、 15 U.S.C. §§ 78dd-1、 et seq 
11 Evaluation of Corporate Compliance Programs 
12 Bribery Act 2010 
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確化し、英国法務省が発表するガイダンス[13]において求められるコンプライアンス体制を

明確化している。 

日本においても、このような欧米の実務及び法制を参考としつつ、外国公務員贈賄罪へ

の合意制度の適用に当たって、企業が平時・有事を通じた内部統制システムを整備してい

るか否かの考慮要素を明確化することが有益である。企業が、現場の役職員を孤立させる

ことのないように組織的に海外贈賄防止に取り組んでいたにもかかわらず、一部の役職員

が贈賄行為に関与してしまった事案であれば、たとえ企業が合意制度を利用したとしても、

「トカゲのしっぽ切り」であるといった懸念・批判を受ける可能性は低くなる。このよう

な事案において合意制度を活用することは、最高検通達が意図しているように国民の理解

を得ながら合意制度を適用することにつながる。 

このように内部統制システムの整備状況を合意制度の適用の判断要素として明確化する

ことは、企業の予測可能性を高め、またコンプライアンスの取組を促し、贈収賄問題の根

絶に貢献しうる。 

 

第４ 本ガイドラインの適用場面 

 本ガイドラインで明確化する考慮要素は、企業が検察官に対し捜査公判協力を行った場

合の合意制度の適用の場面を想定したものであるが、企業が自己の罪を申告した場合の訴

追・求刑に関する判断の場面における考慮要素としても有用な内容となっている。 

 

                                                      
13 Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent 

persons associated with them from bribing (section 9 of the Bribery Act 2010) 


