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腐敗行為防止のIQを
高める
規制当局はコンプライア
ンス基準をより高い位置
へ押し上げている。
贈収賄・腐敗行為防止の
基礎を理解する。
腐敗行為防止のIQを高
める。

はじめに
従前の贈収賄・腐敗行為防止（ABAC）のコンプライア
ンスプログラムは、すでに過去のものとなっている
規制がより厳しくなっている今日
において、これまでの考え方を一変
してしまう英国贈収賄防止法のよう
な法律が制定される前に作られたコ
ンプライアンスプログラムは、もは
や十分ではない。多国籍企業におい
て、時代遅れのコンプライアンスプ
ログラムが、実際の規制とのギャッ
プ（以下、コンプライアンスギャッ
プ）を生じさせ、組織におけるプロ
グラム運用戦略を困難にし、さらに
は、規制違反を招くという結果にな
ることが起こり得る。
多くの企業がリスク認識とその
モニタリング活動に努める一方で、
コンプライアンスギャップが見落と
されている例が散見される。私たち
は、これらのギャップに見られる傾
向について注目してみた。その上
で、企業が腐敗行為を撲滅し、適切
なコンプライアンス環境において事
業活動を維持する上で、企業のコン
プライアンスプログラムが常に最新
の規制に対応できるような方法を提
示する。

大部分のコンプライアンスギャッ
プは、ポリシー（方針）、業務手続
き、リソースおよびテクノロジーの
4種類のカテゴリーに分類される。
本報告が組織において腐敗行為防止
に対する理解を高めるための一助と
なれば幸甚である。

ポリシー（方針）
コンプライアンスを考える上での行
動規範の重要性を考える。
現在の多くの贈収賄・腐敗行為
防止に関する法律では、組織の行動
規範を含む明文化されたポリシー
（方針）を贈収賄・腐敗行為防止に
関するコンプライアンスの基礎的要
件と位置付けている。私たちの経験
では、贈収賄・腐敗行為防止に関す
るコンプライアンスの最先端をいく
組織は、贈収賄・腐敗行為防止に特
化したポリシー（方針）を取り入れ
ている。取るべき行動が明確に定義
されたポリシーを持たない組織は、
自社のコンプライアンス基盤が脆弱
であることを認識すべきである。
リスクの明文化を実施する。
米国司法省（DOJ）および英国法
務省（UKMOJ）を含めた贈収賄・
腐敗行為防止に関する各国の規制
当局は、組織が特定の贈収賄リス
クを正式な文書で評価することを
要求している（この見解は、米国
量刑ガイドラインにも反映されて
いる 1 ）。潜在的に贈収賄が発生し
やすいリスクを特定することにつ
いては、2011年3月に施行された
UKMOJの英国贈収賄法のガイダン
スの6つの原則に記載されている2 。

§8B2.1(c)
http://www.justice.gov.uk/guidance/docs/
briberyact-2010-guidance.pdf
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定期的にリスク評価を実施する
企業が活動する上で、文書化さ
れた、事業単位でのリスク評価を定
期的に実施することが重要である。
これにより、贈収賄リスクが潜んで
いる地域、事業、業務プロセス、業
務慣行を包含的に理解することがで
きる。さらに、贈収賄・腐敗行為防
止に特化したリスク評価は、コンプ
ライアンス分野の限られたリソース
を、最も重要なリスク領域に配分す
ることを可能とし、プログラム自体
の実効性を高めることに寄与する3。
経営陣の姿勢を示す
コンプライアンスに関する方針
については、経営陣が責任を持って
取り組むべきであり、また、実務レ
ベルでもコンプライアンスに関す
る責任者を設置する必要がある。
コンプライアンスプログラムの更
新、伝達、およびモニタリング機能
について、経営陣を含む上層部が関
与していることを明確にすることに
よって、組織がコンプライアンスを
重要な課題として認識していること
を利害関係者や規制当局者に対する
メッセージとして示すことができ
る。このように、コンプライアンス
ポリシーに関する責任を明確にする
ことは、贈収賄・腐敗行為防止に関
する方針の組織内での浸透を促進
し、これによって、匿名の内部通報
ホットラインや利害関係者に対する
コンプライアンス研修の有効性にも
大きく影響するため、極めて重要で
ある。本来は、全ての経営陣・管理
職が贈収賄・腐敗行為防止に関する
コンプライアンスを熟知するととも

ABACリスク評価の実施についての追加情報に
関しては、下記の文献参照のこと。Developing a
TIGHTer Approach to Corruption Risk, May 2011,
http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/tightmethodology.jhtml
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に、一般的なコンプライアンスの概
念も理解し、各規制に十分対応し得
る文化を社内に醸成していくことが
必要である。
ローカルの視点およびグローバルの
視点の両方で考える
贈答品や交際費の基準、必要
に応じて、業務円滑化のための少
額の支払いの承認といった各ポリ
シーの構成要素については、各国の
贈収賄・腐敗行為防止に関する規制
に適合させることが重要である。こ
れにより、不適切な浪費や、各地域
の規制に違反していると客観的に判
断されるようなケースを減らすこと
ができる。たとえば、ビジネスパー
トナーに対するウイスキーのプレミ
アムボトルのプレゼントは、ロンド
ンと中央アフリカで行う場合によっ
て、別の受け止め方をされるであろ
う。同様に、米国海外腐敗行為防止
法（FCPA）が適用される組織につ
いては、FCPAの例外として、業務
円滑化のための支払については許可
される可能性がある。これらの支払
は、カナダ、韓国、ニュージーラン
ドなどを含む一握りの国々でしか許
可されず、それ以外の国では、現地
の法律で違反となる可能性がある。
組織は、贈収賄・腐敗行為防止に関
連するコンプライアンス体制と生活
水準などの基本的な要因に関連する
各地域の差異を分析し、それに応じ
てポリシーを適応させることでコン
プライアンスギャップを避けること
ができる4。

規制当局の基準の事例については、以下を参照
のこと。http://www.sec.gov/litigation/complaints/
comp18775.pdf. これによると、政府関係者に支
払われる日当の妥当性を決定する際のポイントと
して、アフリカにおける1人当たり所得基準を参照
している。

4

不敗行為防止のIQを高める

1

業務手続き
手続きの範囲を見直す
詳細な業務手続きを定めたガイド
ラインは、担当者が会社の方針にし
たがって業務を遂行するうえで重要
な役割を果たす。多くの企業では、
サーベンス・オクスリー法による財
務報告およびほかのコントロールが
十分であることを前提にしているた
め、腐敗行為防止に関する内部統制
の重要性を見落としている。このた
め、コントロールに関するコンプラ
イアンスギャップが残り、特に現金
をはじめとする会社の資産に関する
コントロールが不十分であることが
多い。
内部統制のほころびを自ら修正す
ることを求められる多国籍企業は、
全世界レベルで銀行口座の状況を追
跡可能とする仕組みや、簿外口座や
不正な支出を招くリスクのある小口
現金に対する適切な管理方法を検討
する必要がある。また、大部分の財
務にかかわる統制は、それらの設計
上で（その統制の目的のために）違
反について金額的重要性を優先して
いるが、贈収賄・腐敗行為防止に関
する会計記録や内部統制について
は、金額的な重要性を考慮すべきで
はないと心に留めておかなければな
らない。なぜなら、贈収賄・腐敗行
為防止に関連する規制において金額
的重要性はほとんど考慮されないか
らである。
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多くの企業では、サーベンス・オクスリー法による財
務報告およびほかのコントロールが十分であることを
前提にしているため、意図せずして腐敗行為防止に関
する内部統制の重要性を見落としてしまっている。
文書記録保存の重要性を理解する
贈収賄・腐敗行為防止の目的に
適うように業務を行うために、発生
取引の事業目的、内容、および取引
範囲を証明する文書を継続的に保存
することがますます重要となってい
る。保存文書の欠落は、十分な内部
統制が維持されていないこと、また
は、意図的な不適切取引の隠蔽（い
んぺい）や文書証跡のかく乱として
解釈される可能性がある。
文書化により不透明を解消する
規制当局に対し、取引の証憑文書
の信憑性を示すために、従来の証憑
書類（請求書、注文書、銀行取引記
録）に加えて、より強く取引内容の
適法性を実証できる以下のような文
書を提示する：
• 付加価値のあるサービス提供であ
ることを示すコンサルタントのレ
ポート
• 受取人の名前、銀行口座番号、銀
行口座の場所などの詳細を示す電
信送金の記録
• プロジェクトの進捗状況について
議論された内部文書
• 出張者・同行者のフルネームが記
載された旅程表

職務分掌を明確にする
職務分掌の軽視により、実際の
規制と内部統制上のコンプライア
ンスにギャップが生じ始めた組織が
見られるようになった。このケース
では、財務報告に関して適切な職務
分掌があるにもかかわらず、そのよ
うなギャップが生じる例が見られ
る。コンプライアンスの場面におい
ては、各自が負っている職務に対す
る明確な責任関係が曖昧な場合に、
そのようなギャップが生じることが
多い。
以下に2つの例を挙げる
・コンプライアンスに関するモニタ
リングの結果をコンプライアンス
部、法務部、あるいは内部監査部
へ報告せずに、事業部門へ報告
する。
・事業買収の際の反贈収賄デューデ
リジェンス担当者が評価結果を事
業開発部のトップに対して報告
する。こうした事業開発の部署
は、買収ターゲットの資産評価や
キャッシュフローに注目しがち
で、当該取引に関連する贈収賄・
腐敗行為防止リスクには無関心に
なりがちである。これこそが懸念
事項である。汚職リスクの高い国
の政府関係機関を顧客として取引
をしているような買収先が含まれ
る場合、取引を通じて得た利益は
多額であることが多く、不当獲得
利益の返還では容易に取引金額が
定量化できてしまう。

契約書の見直し
そのほかに、多くみられる実務手
続き上のコンプライアンスギャップ
の例として、贈収賄・腐敗行為防止
関連条項が含まれる標準契約が組織
内で浸透していないことが挙げられ
る。中には、契約書を結ぶべきベン
ダーと取引に関する合意を定めてお
らず、商業的な保護がない状態で取
引を続けている場合もある。また、
契約書に表明および保証、監査権、
腐敗防止法違反時の解約権など基本
的な腐敗行為防止の要件を満たす内
容を定めて、子会社に対して、使用
すべきサンプルの契約書を提供して
いる組織もある。しかしながら、子
会社では親会社が示した契約書式を
使用せず、子会社の契約が腐敗防止
の要件を欠いた状態のままであるこ
とが非常に多い。

リソース
時間、能力、資金の制約
リソースの制約によりコンプラ
イアンスギャップを生じさせること
がある。ビジネスは戦略目標と予算
の制約に合わせて人員調整を行うた
め、割り当てられる人員とコンプラ
イアンス組織とのバランスが損なわ
れる可能性がある。また、権限と知
識が過度に集中した場合、あるいは
それらが一部の業務分野または地理
的に限られた地域に配分されなかっ
た場合、コンプライアンス機能が妨
げられる可能性がある。
チームを組む
コンプライアンスに真摯（しん
し）に取り組んでいる多国籍企業で
は、法務、内部監査、経理財務、コ
ンプライアンス、人事、管理職、セ
キュリティ、およびオペレーション
の分野にわたり、各国の利害関係者
を積極的に巻き込むようなチームア
プローチを重視している。適切かつ
強固なコンプライアンスプログラム
を持つ企業では、中央のコンプライ
アンス組織から単純に規律を広める
だけでは不十分だということに気付
いており、コンプライアンスに対し
て経営者による責任と管理および現
場の関与を促進させるようにして
いる。
調査へ十分に投資する
資金、人員、またはそのほかのリ
ソース不足により、匿名の内部告発
ホットラインを通じて報告された情
報などに対して、十分な調査が行わ
れないことがある。企業は、コンプ
ライアンス違反を示す情報に対して
迅速かつ徹底的な内部調査を行わね
ばならず、リソースの制約により調
査を限定してはならない。この点は
ドッドフランク公益通報者規制でも
新たに強調されている。

意見を取り入れる
ほかのコンプライアンス関連事項
と同様に、徹底した調査では、監査
委員会、顧問弁護士、コンプライア
ンス管理部、内部監査部、財務・経
理部、人事部および外部専門家を含
む関係者からのインプットにより、
一連の調査プロセスが強化される。
同様に、実施された調査手続きや再
発防止策の妥当性について関係者が
適切であると評価している場合、調
査結果はより有効となる。
パートナーを増やすことは、リスク
もまた増やす
多国籍企業は、多くの国におい
て無数のビジネスパートナーと取
引を行う。これらの取引先は、事業
の成功に不可欠である一方で、各々
が不利益を招き入れる可能性もあ
る。しかしながら、どのビジネス
パートナーに対してデューデリジェ
ンスを行うか決定することは、困
難であり、費用もかかり、手続き
としては不完全となってしまう可能
性がある。たとえば、あるリスク評
価方法では、特定のサービスプロバ
イダーが低リスクと判断されたとす
る。しかし、しばしば裏金づくりや
不正支払の経路として使用されるこ
との多いサービスベンダー（旅行代
理店、弁護士、税務アドバイザー、
外国為替ベンダーなど）を調査対象
から除外してしまうなど、そのリス
ク評価は不完全な情報に基づいてい
るかもしれない。そのようなベン
ダーを低リスクのパートナーとして
評価している企業は、デューデリ
ジェンスのリスク評価システムを見
直す必要がある。デューデリジェン
ス手続きを正式に構築、実行、そし
て文書化していない企業もまた、コ
ンプライアンスギャップを招くこと
になる。
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高まるリスクを回避する
コンプライアンスに関する利害
関係が増えるにつれ、買収ターゲッ
トが買収前に行った行為に起因する
負債の負担などといったリスクも発
生する。私たちの経験では、贈収
賄・腐敗行為防止デューデリジェン
スについて、経験豊富な専門家に依
頼している企業は、買収前にコンプ
ライアンスリスクを特定することが
できる。そのような専門家の助言を
元に、組織コンプライアンスリスク
を最小化し、取引が成立する前に適
切な買収価格を評価することができ
る。もし、あなたの組織が買収の成
功に対して貪欲であるならば、買収
に伴うリスクの特定と、そのリスク
を最小限に抑えることに特化した
職業専門家を雇うべきであろう。
贈収賄・腐敗行為防止に特化した
デューデリジェンスを行わない限り、
コンプライアンスギャップによっ
て、割高な価格での買収、罰金、罰
則、不当利益の返還という結果とな
り、役員が実刑判決を被る可能性ま
で発生するかもしれない。贈収賄・
腐敗行為防止に特化したデューデリ
ジェンスは、企業買収の際のコンプ
ライアンス維持に必要な贈収賄・腐
敗行為防止策の統合作業を行う上で
不可欠である。

贈収賄・腐敗行為防止に特化したデューデリジェンス
を行わない限り、コンプライアンスギャップによっ
て、割高な価格での買収、罰金、罰則、不当利益の返
還という状況が生まれやすくなり、役員が実刑判決を
被る可能性も発生する。
積極的に取り組む
周りに悪影響を与える人物やコ
ントロールの欠陥、不適切に記録さ
れた取引などを積極的に発見し、適
切な是正措置を講じることにより、
規制当局の調査対象となる可能性を
減少させることができる。また、規
制当局が介入した際に、コンプライ
アンスプログラムから逸脱した問題
が発見されても、その問題は個別事
情により独立して発生した事象だと
説明する際に、信頼の高い根拠と
なる。
私たちは、贈収賄・腐敗行為防止
コンプライアンス違反やそのほかの
コンプライアンスギャップを積極的
に検出する効果的な方法として、贈
収賄・腐敗行為防止コンプライアン
ス監査を頻繁に行うことが有効だと
考える。近年、米国司法省が和解に
際してある事業体へ以下のような要
求をした7。
• もっともリスクの高い事業会社を
少なくとも5つ認識すること
• 対象組織において、少なくとも
3年に1度は贈収賄・腐敗行為防
止コンプライアンスの監査を実施
すること
• 汚職リスクの可能性のあるほかの
事業会社においては、少なくとも
5年に1度は同様の監査を実施す
ること

規制当局における見解については、以下参
照。http://www.justice.gov/criminal/fraud/pr/
speech/2006/10-16-06AAGFCPASpeech.pdf
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この文脈における監査とは、財務諸表を対象とす
る監査と混同しないようにするべきである。
http://lib.law.virginia.edu/Garrett/prosecution_
agreements/pdf/johnson.pdf
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• 監査チームには贈収賄・腐敗行為
防止についてのトレーニングを受
けた専門家を参加させること
• 実務に従事している適切な従業員
に積極的に質問すること
• 必要に応じて是正措置プランを立
案すること
• 汚職リスクの可能性があるビジネ
スパートナー（この合意策では、
販売先卸業者）の帳簿および記録
の閲覧・分析を実施項目に含める
ように努めること
常に自発的に行動する
リソースの配置はどのような組
織においても議論となり得る。贈収
賄・腐敗行為防止コンプライアンス
でのリソース配置においては、コン
プライアンスギャップに自発的に取
り組むことが潜在的に利益へとつな
がる。特に、取り組まなかった場合
のコスト、および不確実性の上昇と
いう視点を忘れてはならない。先を
見越し、わずかなコンプライアンス
リソースを配置することにより、巨
額の罰金を免れることはよくあるこ
とである。

テクノロジー
テクノロジーを利用する
コンプライアンスの分野におい
て、テクノロジーの進歩による大き
な成果（潜在的に良いようにも悪い
ようにも使えるが）として、コンプ
ライアンスギャップを特定するため
に、内部および外部の利害関係者と
実践的な議論を交わすことを可能に
したことが挙げられる。
情報の管理および活用は、組織の
コンプライアンスの効率性および有
効性の向上に大きく影響を及ぼす。
さらに、技術によるコンプライアン
スツールを適切に活用することに
よって、ほかのコンプライアンス
ギャップを解消するのに役立てるこ
とができる。
“コーポレートインテリジェンス”を
活用する
世界的にコンプライアンス遵守
への要求が複雑になっている今日に
おいては、公的に利用可能な情報を
分析する上で、コーポレートインテ
リジェンスが極めて重要になって
くる。買収側、被買収側における
デューデリジェンス、ビジネスパー
トナーの審査手続、および贈収賄・
腐敗行為防止コンプライアンス監査
に、企業情報の収集活動を織り込む
ことで、多国籍企業は、インテグリ
ティー、レピュテーション、パフォー
マンスといったコンプライアンスに
関連する要素を独自に審査すること
が可能になる。公的に利用可能な情
報から膨大な必要情報を抽出・蓄積
する方法が確立されていない組織に
は、罰金、罰則を受け、他企業より
もビジネスについての知識の蓄積が
無いという不利な結果につながるリ
スクが内在している。

データの蓄積を重視する
買収や分散的な成長の結果など
により、組織内のシステムが技術的
に異なっている場合、組織の業務、
財務、コンプライアンス機能に悪影
響を与えるという課題がある。論理
的な方法でコンプライアンス関連
データを保管することは、内部通報
者からの申し立てへの対応、研修
担当者や贈収賄・腐敗行為防止コン
プライアンス監査におけるサンプル
対象取引の抽出まで多くのコンプラ
イアンス機能の改善に寄与すること
となる。コンプライアンスに関連す
るデータ管理の確立に時間をかけて
いない組織は、コンプライアンス
ギャップが生じ、知らないうちにコ
ンプライアンス違反をしてしまう
場合がある。ビジネスリーダーは、
関連法や規制に抵触しないように国
際的なデータのプライバシー保護法
や保存規定を十分に検討する必要が
ある。

違反行為をなくす
論理的にデータを管理している企
業は、積極的にコンプライアンス違
反を監視するための技術を採用する
ことができる。自動化された取引を
特定する目的で、ERPシステム内に
フラグを立てることによって、早期
警告システムを確立し、コンプライ
アンス担当者が潜在的な問題を認識
するとともに、トラブルシューティ
ングのための調査を適時に実施する
ことを可能にする。たとえば、新し
く採用した海外の法律アドバイザー
からの請求で報酬に対する費用が不
釣り合いな比率であれば注意を喚起
するような警告フラグを設定するこ
とで、知識豊富な贈収賄・腐敗行為
防止コンプライアンスの専門家の注
意をひくことができる。そして当該
専門家は、子会社なども含め、相手
先が何らかの裁量（たとえば、訴訟
や税務調査など）を有する政府関係
者への資金提供のパイプ役となって
いないかどうかの精査の体制を整え
ることができる。
このような“リアルタイム”の業務
モニタリングにより、問題が炎上す
る前に潜在的なホットスポットを無
効化し、組織のリスク嗜好に沿った
運営を可能にする。ただし、注意点
として、積極的な技術の運用を開始
したばかりの組織については、サー
ビスベンダーの請求書で問題を検出
しようとする際に、たとえば、新し
いベンダーの事業がゼロから立ち上
がった際の成長率を異常と判断して
しまうような、潜在的な誤認を排除
するようにツールに習熟することが
必要である。

不敗行為防止のIQを高める
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継続的な改善こそが、成熟した力強いコンプライアン
ス組織の証明となる

贈収賄・腐敗行為防止コンプラ
贈収賄・腐敗行為防止能力を
イアンスプログラム構築の初期段階
養う
継続的な改善が、成熟した力強い
コンプライアンス組織の証となる。
コンプライアンスの専門家は、これ
らのリスク領域に関する自らの知見
を継続して高めることに努めるべき
であり、コンプライアンス上の“点
検”を実施し、常に改善の機会を見
出すように検討すべきである。

にある組織では、試験的に贈収賄・
腐敗行為防止コンプライアンス監査
を数回実施することを推奨する。こ
れにより、贈収賄・腐敗行為防止リ
スク評価の妥当性を検証し、改良す
るとともに、将来の監査のために必
要なリソースを確保するのに役立つ
であろう。調査によって得られる教
訓としては、費用がかかるものの、
精度の高いコンプライアンスプログ
ラムの構築への投資からは、十分な
リターンを得られるということで
ある。
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