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米国外国公務員贈賄規制に係る最新動向 

～トランプ政権発足後の FCPA 執行の動向～ 

 

Ⅰ. はじめに 

Ⅱ. 米国 FCPA をめぐる最新状況 

Ⅲ. おわりに～日本企業としての留意点 

 

 

 

 

 

Ⅰ. はじめに 
 

海外における事業展開を行う日本企業にとって、コンプライアンスリスクの大きなも

のの一つとして、当該進出国における公務員等に対する贈賄行為があります。特に、新

興国において日々ビジネスを行う上では重要なリスクとなっています。 

 

特に、米国における海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act。以下「FCPA」

といいます。）においては、規制当局が広範な管轄権を主張し、米国の領域外において

行われた贈賄行為や外国企業が行った贈賄行為に対しても積極的に執行活動を行って

おり、これまで日本企業もそのターゲットとなっています。 

 

このような状況の中で、本年 1 月に発足した米国トランプ政権がどのようなスタンス

で FCPA の執行に臨むかに関して、国内外の実務家が注目してきました。当初、FCPA

に関するトランプ大統領によるネガティブな発言が取りざたされ、実際にも FCPA 執行

活動は一時低調になりました。しかしながら、最近になって、外国籍企業に対する非常

に高額な罰金等を伴う事案が公表されたり、後述するパイロットプログラムを利用した

執行活動が行われる等、その執行が活発になりつつあります。 

 

そこで、本ニュースレターでは、発足後 10 か月余りを迎えた米国トランプ政権にお

ける FCPA の執行状況を概観し、日本企業として留意すべき点について解説します。 
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Ⅱ. 米国 FCPA をめぐる最新状況 

 

1．トランプ政権当初における FCPA 政策に係る姿勢 

 

トランプ大統領は、その歯に衣着せぬ発言がメディアにおいても注目されています

が、FCPA に関しても、（大統領に当選する前の 2012 年の発言ではあるものの）FCPA

は米国のビジネスに対して大きな足枷をはめる「ひどい法律（“horrible law”）」であ

り、「変えるべきである」と述べていたことが報じられ、大統領就任前においては、

オバマ前政権時代と比べて FCPA の執行が弱まる可能性もあるのではないかとの憶

測もありました。 

 

他方で、トランプ政権において FCPA 執行実務を担当する司法省（DOJ）長官や米

国証券取引委員会（SEC）委員長らの政府高官は、これまでと同様に FCPA を厳格に

執行していく姿勢を見せてきました。 

 

2．トランプ政権発足以降の実際の FCPA 執行状況 

 

トランプ政権発足後現在までの執行状況を見ると、少なくとも発足後当初数か月間

に関しては、従前よりも低調であったことは事実です。トランプ政権発足の 2017 年

1 月 20 日から 6 月までの間、FCPA を管轄する DOJ 及び SEC が罰金・制裁金等を

科した事案は 1 件もありませんでした。 

 

しかしながら、7 月に入り、DOJ・SEC はいずれも FCPA 事案に対する執行を公表

しています。2017 年 7 月 27 日、SEC は、米国のハリバートン社（Halliburton）が、

アンゴラにおける石油プロジェクト受注に向けて、アンゴラ国営企業の高官に対して

金銭の支払いをしたとして、合計 2,920 万ドルを支払うことに合意したと発表しまし

た。当該金額には 1,400 万ドルの制裁金、1,400 万ドルの違法収益の没収及び 120 万

ドルの利息が含まれます。また、ハリバートン社の元副社長も 75,000 ドルの制裁金

を支払うことに合意しました 1。 

 

また、本年 9 月 21 日、スイス国籍の通信事業者である Telia 社がウズベキスタンに

おける通信事業に参入する際に、政府からの許認可の取得、周波数枠の確保等のため、

ウズベキスタン政府高官に対して、シェルカンパニーを通じて多額の賄賂を支払って

いたとして、DOJ、SEC 及びオランダの検察当局等が執行活動を行いました。本件

では、DOJ による刑事罰金、SEC による民事制裁金、オランダ当局による刑事罰金

等を含め、Telia が最終的に支払うことに合意した合計金額は実に 10 億ドル近くに上

                               
1 詳細は https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/34-81222.pdf をご参照ください。 

https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/34-81222.pdf
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ります 2。 

 

3．自主申告パイロットプログラムの延長及びその執行状況 

 

米国においては、2016 年 4 月、FCPA の違反事実を当局に対して自主的に申告し、

違反行為を是正することを促すためのパイロットプログラムが 1 年間限定で施行さ

れました。同プログラムは、FCPA 違反を行った企業が、自主的に違反行為を申告し、

その後の当局の捜査に対して全面的に協力し、違反行為の是正を行った場合、罰金等

の免除又は軽減を行うことができるというものです 3。同プログラムは、すでに施行

から 1 年を超えておりますが、現在 DOJ において同プログラムの有用性、効果に関

する検証がなされており、当該検証がなされている間は同プログラムの効力を延長す

る方針が示されています 4。 

 

DOJ は、今年 6 月に、トランプ政権発足後初めて、同プログラムに基づく不起訴

決定（Declination）を公表しました 5。いずれの例においても、迅速かつ自主的な違

反行為の申告が行われたこと、全面な調査協力を行ったこと、コンプライアンス体制

を強化したこと、違反行為に関与した従業員の懲戒処分を含む是正措置を講じたこと

等が考慮され、不起訴が決定されています。 

 

4．評価 

 

上記のとおり、トランプ政権発足後の 2017 年上半期における FCPA 執行活動は低

調であったものの、下半期に入り、大規模案件に対する執行を行う等活発化の傾向が

見られます。また、パイロットプログラムについても、現時点ではいつまで継続する

かは必ずしも明確ではないものの、今後も継続される場合には、巨額の制裁リスクを

回避するために企業による利用が増えていくことも予想されます。 

これらの動きを総合的に勘案すると、上半期における低調な執行状況は政権交代に

関連した一時的な停滞にとどまるもので、今後は再度、執行が活発化していく可能性

もあるとの理解にたっておくべきように思われます。 

 

 

                               
2 DOJ の報道発表文は
https://www.justice.gov/opa/pr/telia-company-ab-and-its-uzbek-subsidiary-enter-global-foreign-bribery-re
solution-more-965 をご参照ください。 
3 制度の詳細については

https://www.justice.gov/archives/opa/blog/criminal-division-launches-new-fcpa-pilot-program をご参照く

ださい。 
4 司法長官補 Kenneth A. Blanco 氏の発言
https://www.justice.gov/opa/speech/acting-assistant-attorney-general-kenneth-blanco-speaks-american-
bar-association-national  
5 In re: Linde North America Inc. https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/974516/download  
In re: CDM Smith Inc. https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/976976/download  

https://www.justice.gov/opa/pr/telia-company-ab-and-its-uzbek-subsidiary-enter-global-foreign-bribery-resolution-more-965
https://www.justice.gov/opa/pr/telia-company-ab-and-its-uzbek-subsidiary-enter-global-foreign-bribery-resolution-more-965
https://www.justice.gov/archives/opa/blog/criminal-division-launches-new-fcpa-pilot-program
https://www.justice.gov/opa/speech/acting-assistant-attorney-general-kenneth-blanco-speaks-american-bar-association-national
https://www.justice.gov/opa/speech/acting-assistant-attorney-general-kenneth-blanco-speaks-american-bar-association-national
https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/974516/download
https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/976976/download


 

 
 
 

CRISIS MANAGEMENT NEWSLETTER 

当事務所は、本書において法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士又は税理士にご相談頂きますようお

願い申し上げます。 

© 2017 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

4 
 

Ⅲ．おわりに～日本企業として留意すべき点 

 

これまでに見てきたように、トランプ政権における FCPA 執行の今後についての予見

するのは困難であるものの、少なくともこれまでの政府高官の発言や直近での執行状況

等を踏まえる限り、今後はまた米国における FCPA の執行状況が活発化していく可能性

もあるという理解を前提に対策を講じておく必要があると思われます。 

 

これまでにも日本企業に対して FCPA が執行された例は多くあり、日本企業としても

これらの動きに十分注意をしておく必要があります。上記で紹介した事例にもあるよう

に、特に最近は多数国における当局が同時に捜査・執行等を行う事例も増えており、よ

り複雑な対応を求められる可能性が高まっています。また、米国のパイロットプログラ

ムの影響もあり、自主申告の要否の検討やその後の対応等、ますます難しい判断・対応

を迫られる場面も増えてきています。 

 

したがって、日本企業においても、平時におけるコンプライアンス態勢を不断に見直

し、贈賄事案が起きないように常に対応を継続・改善していくことが求められているの

はもちろんのこと、有事においては複雑な判断・対応が迫られることを前提に、平時の

うちから、米国を含む各国の政策動向や法制度・実務等の把握に努めることが非常に重

要になってきていると考えられます。 

 

 

文献情報 

 論文 「不正・不祥事案件の最新危機対応プラクティスと調査時のデータ解

析技術の活用法」 

掲載誌 ビジネスロー・ジャーナル 2017 年 9 月号 

著者 山内 洋嗣、矢田 悠 

 

 論文 「自社グループに潜むリスクを知る 海外子会社の法務マネジメント

ー優先順位をどうつける？管理体制の「現実的な」運用ポイント」 

掲載誌 ビジネス法務 Vol.17 No.11 

著者 梅津 英明 

 

 論文 「不正・不祥事対応の「現実的な」手引き 調査実務を中心に」 

掲載誌 ビジネスロー・ジャーナル 2017 年 12 月号 

著者 矢田 悠 
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NEWS 

 田中 尚文 弁理士が入所しました 

2017 年 8 月 1 日付で、田中 尚文 弁理士が、当事務所に入所いたしました。 

 

田中弁理士は、国内の有力な弁理士事務所にて、長年にわたり国内及び国際的な

商標業務を幅広く担当しており、同分野における豊富な知識及び経験を有し、多

くの依頼者に信頼されてまいりました。 

 

田中弁理士の入所により、弁護士及び弁理士が一体となった総合的な知的財産関

連サービスを、さらに充実した体制で提供できるように、努めてまいる所存です。 

 

 asialaw PROFILES の"Asialaw Leading Lawyers 2017"にて高い評価を得ました 

asialaw PROFILES の"Asia law Leading Lawyers 2017"にて、当事務所の弁護士

18 名が高い評価を得ました。 

 

Banking & Finance 

・石黒 徹、佐藤 正謙、小澤 絵里子、小林 卓泰、石川 直樹、岸 寛樹（Rising 

Star） 

 

Capital Markets 

・石黒 徹、佐藤 正謙、藤津 康彦、鈴木 克昌 

 

Competition & Antitrust 

・内田 晴康 

 

Corporate/M&A 

・石黒 徹、藤原 総一郎、石綿 学、大石 篤史、鈴木 克昌、内田 修平（Rising 

Star）、二見 英知 

 

Dispute Resolution & Litigation 

・三好 豊 

 

Intellectual Property 

・松田 政行、三好 豊 

 

Investment Funds 

・三浦 健 
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Labour & Employment 

・高谷 知佐子 

 

Taxation 

・大石 篤史 

 

 Who's Who Legal: Japan 2017 にて高い評価を得ました 

Who's Who Legal: Japan 2017 において、日本を代表する弁護士として、当事務

所の弁護士 21 名が選ばれました。 

 

Banking 

・石黒 徹、佐藤 正謙、松村 祐土 

 

Capital Markets 

・石黒 徹、佐藤 正謙、中村 聡、鈴木 克昌 

 

Competition 

・内田 晴康、伊藤 憲二、宇都宮 秀樹、眞鍋 佳奈、池田 毅、大野 志保 

 

Construction and Real Estate 

・佐藤 正謙、小澤 絵里子、藤津 康彦 

 

M&A and Governance 

・内田 晴康、射手矢 好雄、石綿 学、大石 篤史、関口 健一 

 

Private Funds 

・竹野 康造、三浦 健 

 

TMT 

・小野寺 良文、増島 雅和 

 

 Win Naing 弁護士が当事務所ヤンゴンオフィスへ入所いたしました 

Win Naing 弁護士が、2017 年 10 月 10 日付で、MHM Yangon Partner として、

当事務所ヤンゴンオフィスに入所いたしました。 

 

Win Naing 弁護士は、外国企業によるミャンマー投資案件、国際取引、クロスボ

ーダーM&A 及び知的財産権、石油及びガス並びに不動産を専門とする、ミャン

マーのトップレベルの企業法務弁護士です。同弁護士は、20 年来の実務経験を
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有しています。 

 

Win Naing 弁護士は、1997 年にミャンマー連邦共和国最高裁判所より Advocate

の資格を付与されています。同弁護士は、ヤンゴン大学において、1992 年に LL.B.

を、1996 年には LL.M.を取得しています。 

 

Win Naing 弁護士からのメッセージ 

「私は、5 年あまりの期間のうちに MHM ヤンゴンオフィスが築き上げたプラク

ティスのクオリティについて、感銘を受けておりました。ミャンマーの重大な時

期において、MHM ヤンゴンオフィスにて、ミャンマーの発展のために寄与でき

ることを大変楽しみに思っております。」 

 

 加藤 賢治 公認会計士・税理士が顧問に就任しました 

2017 年 10 月 1 日付で、加藤 賢治 公認会計士・税理士が、森・濱田松本法律事

務所・MHM 税理士事務所の顧問に就任いたしました。 

 

加藤顧問は、中央青山監査法人での勤務の後、日系証券会社において、プライベ

ートウェルスマネジメント、事業承継・相続対策に関する業務を幅広く取り扱っ

てきました。 

 

加藤顧問の就任により、当事務所は、ウェルスマネジメント、相続・事業承継分

野において、さらに充実したサービスを提供できるように、努めてまいる所存で

す。 

 

 Asialaw Awards 2017 にて Shortlisted に選ばれました 

Asialaw Awards 2017 において、当事務所は以下の分野にて Shortlisted law firms

に選ばれました。 

 

・Japan Firm of the Year 

・Energy & Natural Resources Firm of the Year 

・Investment Funds Firm of the Year 

・Labour & Employment Firm of the Year 

・North Asia Firm of the Year 

 

 

（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@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


