
www.psrc.pwc.com

When in Rome
英国贈収賄防止法の高等教育機関
への影響
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イントロダクション – 
贈収賄行為は英国の高等教育機関にとって 
リスクとなるか？

贈収賄行為は、高等教育機関（以下、 
HEIと呼ぶ）にとって、伝統的には、重要
な経営上のリスクと考えられて来な 
かった。
しかしながら、近年の情勢は、再考が必
要な時期であることを示している。
第一に、英国のHEI（Higher Education 
Institutions）の国際的な活動（特に海外
における学生のリクルート活動やキャン
パスの設置）は、これまでになく多くな
っており、HEIに新たなリスクがもたら
される。

第二に、近年の英国の法令改正に伴い、
贈収賄行為の違反範囲およびそれに対す
る罰則の厳格化は、ともに飛躍的に増大
している。

本稿では、HEIが直面している新しいリ
スクと課題について概説している。

1 包括的な贈収賄リス
ク評価の実施  

 – 全ての贈収賄リスクは
認識され、その発生可能
性と影響は評価されてい
るか？

贈収賄防止法のキーポイント
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歴史 
2010年の贈収賄防止法までは、英国の贈
収賄防止法制度は、ビクトリア女王、エ
ドワード7世、ジョージ5世の治世に制定
された3つの法令で構成されていた。驚く
ことでないが、これらの法令では、複数
国による海外における大規模な建設工事
への入札といったような事象から生じる
であろう課題について考慮されていなか
った。このように現代の商慣習に適応し
ていないこと、また、さらにプリンシパ
ル＝エージェント関係が成立しているこ
とを証明する要件もあり、有罪判決とさ
れる件数が非常に稀であった。

しかしながら近年、贈収賄は、被害者な
き犯罪とは程遠く、罪のない多くの個
人、とくに貧困層から収奪する行為だと
いう認識が高まっている。「郷に入って
は郷に従え」という格言は、海外でのビ
ジネスを獲得する際に、もはや受け入れ
がたいものとなっている。しかしなが
ら、これらの変化する情勢にも関わら
ず、2010年贈収賄防止法が制定されるま
では、英国の贈収賄防止法制度に変化は
なかった。

贈収賄防止法は、立案までにあまりに長
い期間がかかったことを非難されかねな
いものであったにも関わらず、寛容とは
言い難いものであった。新法では、企業
や組織が外国公務員に贈収賄行為を行っ
た場合や、エージェントや合弁事業の 
パートナーが代わりに贈収賄を行うこと

に対して防止措置を取らなかった場合、
企業・組織は有罪とされ上限のない罰金
刑を科される可能性がある。海外展開に
よって収益の多様化を図っている大学
は、この新しいリスクに留意する必要が
ある。

犯罪と刑罰 
2010年贈収賄防止法は2010年4月8日に
英国女王の裁可を得て、2011年7月1日
に施行された。法令自体は複雑なもので
はない。法令は13ページからなり、企業
による4つの違反行為（内3つは個人にも
適用）を規定している（下図参照）。

これらの違反（営利組織、個人ともに）
は、贈収賄行為が行われた国や地域に関
係なく、また贈収賄行為の直接、間接を
問わず適用される。例えば贈収賄行為
を、エージェントや合弁事業のパート 
ナーなどの関係者を経由して行った場合
にも適用される。

もしHEIが法令違反となる贈収賄行為を
発見された場合、上限のない罰金を科せ
られる可能性があり、また、HEFCE（イ
ングランド高等教育財政カウンシル）の
より厳格な管理下に置かれる可能性があ
る。個人の場合でも、10年の懲役、およ
び、上限のない罰金が科せられる。個人
の処罰対象には、HEIが下図に挙げた最
初の3つの違反行為のいずれかを行った
場合、その違反行為を承認もしくは黙認
した役員も含まれる。

贈収賄防止法に対する有罪判決に伴う世
評リスクも考慮すると、違反行為がもた
らす結果は非常に厳しいものであると言
える。

贈収賄防止の動向 – 変化する情勢

違反行為1 違反行為2 違反行為3 違反行為4

贈賄 収賄 外国公務員に対する
贈賄

贈収賄行為防止措置を
怠ること 

営利組織 3 3 3 3

個人 3 3 3 適用外
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私たちがHEIに聞き取り調査を行ったと
ころ、賄賂を要求したり、行ったりする
ようなことは考えようともしない倫理的
な人のみを雇用している、と安心してい
ることが分かった。それは恐らく多くの
場合は事実なのだろうが、一方、贈収賄
防止法で定義される違反行為はより広義
なものになっている。たとえば、違反行
為1と2（贈賄および収賄）については以
下のように定義されている。

• 賄賂の手段は、「金銭的、または、そ
のほかの便益」とあり、– 現金である必
要はない。

• 賄賂の提示、要求のみで十分であり、  
– 授受がされている必要はない。

• 贈収賄行為は、必ずしも影響力を与え
たい人物に直接行う必要はない。– 米国
では、慈善団体への寄付（慈善団体の
理事に働きかけようとした）も贈収賄
行為とされている。

• 贈収賄行為は、金額的に高額である必
要はない – 法令に、違反行為に対する
金額的な下限は設けられていない。

教育機関の上席であるHEIにとって、贈収
賄行為はあまり関係があることではな
い、と考えられるかもしれない。たしか
に、贈収賄行為を含めて報告されている
不正事例は多くない。売上高200億ポン
ド以上の教育機関で、HEFCEに報告され
ている事例は年間平均100万ポンド以下
（25,000ポンド以上の事例が報告対象）
となっている。しかし、私たちの他業種
の経験からすると、実際に発生している
不正行為の金額は、この金額よりもはる
かに大きいと思われる。

英国は現在、贈収賄に対して世界でも最
も厳格な規制を施行している。これは他
国では通常のビジネスの範囲内と考えら
れている行為が、英国の法令に従えば違
反行為と見なされる可能性があるという
ことになる。英国法務省の最終指針1 は、
常識（コモンセンス）と「相応」な対応
が必要と考えている一方、重大詐欺局
（Serious Fraud Office: 以下、SFOと呼
ぶ）は、もしもその違反行為が決定的な
贈収賄行為である場合、以下のように対
応すると宣言した。

「われわれの持つあらゆる手段を尽くし
て、事件の解明と訴追を行うものとす
る」2。贈収賄防止は、SFOの捜査範囲が
世界的なものとなるとともに、SFOの優
先事項となっている。
 

贈収賄行為防止活動 – 影響と課題

• 海外における贈収賄行為に対して、現
地では慣例となっているような支払い
である、ということは、有効な抗弁と
はなり得ない – 贈収賄防止法では、こ
うした場合でも英国の基準が適用され
る、と明確に定められている。

上記に挙げた違反においては、収賄者が
贈賄者に代わって不適切な行動を取る意
思が認められなければならない。しかし
ながら、違反行為3の「外交公務員に対す
る贈賄」は、さらに厳格なルールとなっ
ている。

• 「不適切な行動」を取る意図があるか
どうかは違反行為の成立要件とされな
い – 事業の新規獲得や維持、事業を行う
上での優位性獲得のために公務員に影響
を及ぼそうとした、というだけで違反行
為が成立するのに十分であるとされて 
いる。

• 「外国公務員」の定義は、外国政府の
一員である、ということに限られない 
– 教師などの公教育機関の従業員、警察
官、税関職員、許可証やビザの発行機
関なども含まれる。

1  Published 30 March 2011: http://www.justice.gov.uk/guidance/

docs/bribery-act-2010-guidance.pdf

2  http://www.sfo.gov.uk/bribery--corruption/the-sfo’s-

response.aspx

2 経営陣のコミット
メント 

 – 意思決定機関は｢有言
実行｣か？

3 既 存 の 贈 収 賄 防 止
体制の評価  

 – どのような変更が必要
とされるか？

贈収賄防止法のキーポイント

贈収賄防止法のキーポイント
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さらに難しいことに、違反行為4の贈収
賄行為防止措置を怠るという条件におい
ては、「代わってサービスを提供」する
「関係者」がHEIのために贈賄を行った
場合、HEIが責任を問われる可能性があ
る。この項目は、海外における代理人、
キャンパス、合弁事業のパートナーおよ
び海外留学生の入国手続き代行業者など
にも適用される可能性がある。

ここまでの説明でお分かりいただけたよ
うに、贈収賄防止法は「契約をめぐる金
銭による贈収賄」についてのみ防止する
のではなく、より広範囲な意味の贈収賄
の防止を目的としている。下記の図は、
状況にもよるが、英国の個人またはHEI
による活動のうち、贈収賄防止法に対す
る違反行為とみなされる可能性のある英
国 お よ び 海 外 で の 活 動 例 を 表 わ し て 
いる。

違反行為4 － 生徒募集を行うエージ
ェントが、高名な中等学校の生徒へ
接触を図れるよう、文部省職員に少
額の贈賄を行った。

違反行為4 － HEIの開発部の責任者
は、海外キャンパスでの新規建物
の建設許可を早めるために贈賄を
行なった。

違反行為1および2 － 裕福な卒業生である
XYZ社のCEOは、XYZ社からHEIに多額の寄
付を行うよう手配した。その直後、彼の
娘がHEIに入学を許可された。

違反行為1 － ABC警備会社は、5年契約を 
獲得するのに必死になっていた。ABC
は、HEIの購買担当の責任者に対して、 
「長期貸し出し」扱いとして、自家用車
を提供した。

違反行為3 － 地理学教授は、学生との郊
外学習の際に、使用する機材の輸入手続
きの遅延を避けるために、少額の贈賄を
税関職員に行った。

違反行為3 － HEIの開発部の責任者は、
中東での事業拡大を目指しており、各地
の有力者に高価な贈り物をした。彼はこ
の行為を「現地ではごくあたりまえのこ
と」と説明した。

4 贈収賄防止に対す
るプログラムの 

　　  計画立案
 – 事件が起こってしまっ
た場合、賄賂防止に関す
るプログラムがどれくら
い強固なものと当局が判
断するか？

贈収賄防止法のキーポイント



5

なぜHEIが関心を持つべきなのか？
贈収賄を含む不正行為を行う際、一般的
に3つの要因があるとされている。
第一に、実行者は不正行為を行う動機ま
たはプレッシャーがある。第二に、不正
を実行する機会、そして第三に自己の行
動を正当化する理由を必要とるす。これ
は、以下のような不正のトライアングル
という形で表わされる。

昨今の財政に対するプレッシャーは大き
なものとなっている。公共サービスの削
減が広く行われ、高等教育機関への打撃
は特に厳しいものとなっている。こうい

った環境下においては、前述した3つの
要素がそろう可能性が増加していると思
われる。例としては以下のようなものが 
ある。

• 消費が抑えられる経済情勢においては、
賃金凍結や解雇によって、従業員や取引
先の財政的安定は脅かされることにな
る。こうした状態は、通常よりも、反倫
理的な行動や贈賄に対する動機やプレッ
シャーが増加する可能性がある。贈収賄
行為に対する疑いの有無に関係なく、寄
付に関しては、適切なデューデリジェン
スを行うことが重要である。政治団体、
シティアカデミー、近年ではHEIも、多
額の寄付金について、資金の源泉、寄
付の動機に関する調査が不十分だった
ため、マイナスな評判をもたらす報道
などネガティブな結果に悩むこととな
っている。

動機/ 
プレッシャー

機会

!
正当化

不正リスク

5 ガバナンス体制の 
確立 

 – 誰が贈収賄行為防止プ
ログラムに対して全責任を
負うのか？どのような監督
体制が策定されているか？

贈収賄防止法のキーポイント

6 事業活動に、 
贈収賄行為防止の 

　　 フレームワークを 
　　 構築し、運用する 
 – 行動規範は包括的なも
のであり、適切な研修が
提供されているか？

贈収賄防止法のキーポイント
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• 従業員の削減による職務分掌の欠如や
内部監査部門の縮小は、不正およびそ
のほかの腐敗行為を行う機会を増加さ
せる可能性がある。

• 高所得者と低所得者の給与格差が拡大
していると思われる状況では、従業員
や取引先は、不正や汚職行為を、自分
の報酬を得る手段として正当化しやす
くなる。銀行員のボーナス、国会議員
の経費、地方自治体の事務総長が首相
よりも高額な給与を受領しているとい
うような報道はこうした正当化を助長
するものだが、当然ながら、不正行為
の正当化が認められるものではない。

PwC3の調査によれば、71%の公共部門の
従業員が、近年の経済環境においては、
より高い不正行為のリスクがあると回答
している。以下の2つの理由から、贈収
賄行為は、ほかの不正行為よりも増加傾
向にあると考えられる。
第一に、納入業者やそのほかの一般的に
贈賄を行うと考えられる立場にある取引
相手は、契約獲得にこれまで以上に必死
になっている。財政的なプレッシャー
は、かつては倫理的であった取引先に、
以前であれば避けていたであろう手段を
選ばせることになるかもしれない。
第二に、調達部やそのほかの一般的に賄
賂を提示される立場の者は、収賄行為
を、実現しない昇給の代わりといった理
由をつけるなど、より正当化しやすくな
っていると考えられる。

3  http://fraudacademy.pwc.co.uk/publications/gps_global_economic_

crime_survey_2009

7 適切な内部通報 
システムの整備

 – 機能しているホット 
ラインが備えられてい 
るか？

贈収賄防止法のキーポイント

8 懲戒規定およびそ
のほかの人事手続 

          の見直し 
 – 新規採用者などに対して
どのような身元調査を行っ
ているか？

贈収賄防止法のキーポイント
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• ほぼ全ての大学は、慈善の非営利団体
であり、慈善事業委員会の規則を順守
する必要がある。このため、慈善団体
の受託者は、資金の用途に対して、重
大な法的責任を負うこととなる。よっ
て、慈善事業委員会が汚職行為を調査
する際には、受託者の責任についても
疑 問 を 呈 す る こ と に な る 。 ま
た、HEFCEには、登録適用除外チャリ
ティーであるHEIに対して、慈善事業委
員会に代わって取締を行う権限があ
る。このため、贈収賄や不正といった
重大な事件は、HEFCEに報告する必要
がある。

• 贈収賄に対する見方は大きく変化して
おり、汚職に対する疑惑があるという
ことだけで、非常に大きく評判を落と
すことになる。政府の財政支援や生徒
の獲得といった競争が激化する中、汚
職疑惑に関する報道は望ましいもので
はない。また、英国国境局の登録スポ
ンサーリストにおけるHEIのランクに対
しても、影響を及ぼし、結果として留
学生のスポンサーとなることや、外国
人を雇用することが困難になる可能性
がある。HEIが直面する最も困難な点
は、新贈収賄法に対応するにあたって
人的資源が非常に厳しい時に発効され
たことだ。通常、新法への対応策を導
入する部署（財務部、内部監査部、法

務部、人事部、研修担当など）の人員
は削減される傾向にある。外部からの
支援を確保する予算にも限りがある。
違反行為4の中では、「関係者がHEIに
代わって贈賄を行うことを防止する」、
という点がとりわけ懸念される。

影響
贈収賄防止法に対する違反行為は、前述
した懲役および上限のない罰金刑に加え
て、事業を継続する上でさまざまな影響
を受ける可能性がある。以下に3つの影
響を例示する。

• HEFCEの財政覚書4における要件とし
て、交付された資金は、教育の提供、
研究活動、それらを目的とした設備お
よび活動に対してのみ支出されること
と し て い る 。 不 正 行 為 が 起 き た 場
合、HEFCEは資金が適正に使用されて
いるのかという重大な懸念を持つだ 
ろう。

4  http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2010/10_19/

9 取引相手のコンプ
ライアンスリスク 

         を把握する 
 – 「関係者」とは誰か？

贈収賄防止法のキーポイント

10 モニタリングと
報 告 手 続 き の 

               適切性を担保する
 – 行動規範や規程が順守
されていることをどのよ
うにして把握するか？

贈収賄防止法のキーポイント
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どれくらいの時間があり、何をす
べきなのか？
包括的な反贈収賄プログラムを導入する
には相当の時間を要するため、既存のプ
ログラムと贈収賄行為防止法との差異を
特定できていない場合、施行までに対応
策を導入するのは難しいことである。

2011年3月30日に公表されたガイダン
ス最終版では、以下の6つの原則述べら
れている。

• バランスのとれた手続き

• 経営陣のコミットメント

• リスク評価

• デューデリジェンス

• コミュニケーション（研修を含む）

• モニタリングとレビュー

従うべき手続きおよび必要となる作業
は、当然ながらHEIの現状の方針や手
続、業務の内容によって異なる。たとえ
ば、海外の学生をどのように勧誘するの
か、海外にキャンパスがあるかどうか、
といった点だ。

贈収賄行為のリスク評価 
これまでの論点を通じて、私たちはHEI
にとって、贈収賄防止法を順守する上
で、最も重要と思われる10の問題点を記
載してきた。これらの中でも、特に贈収
賄リスク評価は、不可欠な第一段階の手
続きであり、以降の手続きを行うにあた
って、評価結果が必要となる。

リスク評価では、HEIの全ての業務領域
において、HEIまたはその従業員が贈収
賄防止法に違反をする可能性と、そうし
た違反行為をどのように予防し、発見す
るコントロールが策定されているか、と
い っ た 点 が 詳 細 に 検 討 さ れ る べ き で 
ある。

明らかに、どのようなリスクが存在する
か評価しなければ、それらを適切に管理
することは困難だ。こうした手続きを正
式に取ることで、HEIは、残余リスクに
対してどのように対応するか判断しやす
くなる。HEIの中には、略式ながらこう
した手続きは完了していると反論もある
だろうが、文書化されていないリスク評
価は、事件が発生し、HEIがどのように
リスク管理をしていたかを証明する際、
ほとんど有用性がない。
また、証拠としての有用性とは別に、リ
スク評価手続きが強固なものであると認
識することで、HEIはより大きな安心感
を得ることができる。
 

違反行為4「贈収賄行為防止措置を
怠ること」に対する抗弁「適切な
手続き」
英国企業にとって、違反行為4は最大の
懸念事項であることが明らかになってい
るが、HEIにとっても同様である。自社
の活動を適切に行うための要件は合理的
なものであると受け入れる傾向にある
が、自分たちがサービスの提供を受けて
いる、といった関係者による不正行為か
ら生じる潜在的な法的責任を課されるこ
とは、受け入れがたいと考えている。こ
れは2011年初めのロビー活動の焦点であ
り 、 贈 収 賄 防 止 法 の 公 布 延 期 に つ な 
がった。 

しかしながら、違反行為4「贈収賄行為
防止措置を怠ること」に対して「適切な
手続き」と表現される抗弁が認められて
いる。これは対象の不正行為が行われた
時点で「適切な手続き」が整備されてい
たことを示せるかどうかが争点となる。
この「適切な手続き」は総合的な贈収賄
防止体制を構築するにあたって、有用な
ガイドラインとなる。

高等教育機関はどのように贈収賄防止法に
備えるか？
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贈収賄行為は、この20年間で変化し、
かつては国際的に一般的な商慣習であ
ったのが、現在の英国では10年の懲役
刑と無制限の罰金刑を科される行為と
なった。こうした情勢の変化の中で
は、贈収賄防止法について、十分に検
討し、対応することがHEIにとっても
不可欠である。

HEIが不正の温床である、と認識され
て い る 訳 で は な い 。 そ う し た 状 況
で、HEIが国際的な製薬会社、エネル
ギー産業、建設産業と同じレベルのリ
スクにさらされている、というのは不
条理と思われるかもしれない。しかし
ながら、贈収賄防止法とHEIの関連性
が薄い、という考え方も間違ったもの
と言える。

学生の勧誘、ジョイントベンチャーや
海外キャンパスの設置など、HEIの海
外での活動の幅が広がっていることか
ら、そうした考えが誤ったものである
ことが分かる。

こうした変化の中では、贈収賄リスク
評価を行い、既存の手続きが適正かど
うかを判断し、評価結果を基にさらな
る対応が必要かどうか検討するといっ
た対応を取るべきである。HEIは、贈
収賄防止法への対応準備に、約1年を
費やして来た。もし、対応に十分な自
信を持てていないのならば、すぐに行
動を起こすべきだろう。

結論
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