
 

 
 
米国反トラスト法違反に対する追加制裁、企業に対する監督処分

（Corporate Probation）の可能性 
米国反トラスト法、競争法、及び取引規制に関するアラート 

By: Steven M. Kowal、Lauren N. Norris 

米国司法省反トラスト局（以下「反トラスト局」）は、大きな方針転換を発表しました。企

業が反トラスト法違反として刑事訴追され、有罪判決を受けた場合、反トラスト局は、莫大

な罰金と上級役員個人に対する禁固刑に加え、相当な負担を伴う法人に対する監督処分

（Corporate Probation）を求める可能性があるというものです。端的に言うと、反トラスト法

違反に対する罰則が強化されることになります。 

反トラスト局の二人の高官による最近のスピーチにおいて、米国政府は、有罪判決を受けた

企業が違反を発見及び防止する効果的な社内コンプライアンスプログラムを備えない場合、

政府としては、裁判所の監督の下に置く監督処分を求めることになると述べています。また、

企業が、法律に違反したにもかかわらず責任を認めない社員を雇用し続ける場合、企業のコ

ンプライアンス意識が不十分とみなされる可能性があります。このような場合、反トラスト

局は、当該企業のコンプライアンスプログラムは信頼性に欠け、「コンプライアンスプログ

ラムの有効性を確保し、再度の違反を防ぐために」監督処分が必要であると主張すると考え

られます。 

上記の声明が発表される以前は、反トラスト局が監督処分を求めることはほとんどなく、有

罪とされる可能性のある従業員の雇用継続に対する扱いについて、考えを表明することもあ

りませんでした。 

米国量刑ガイドラインにおける法人に対する監督処分 

反トラスト法違反の刑事事案に対しては、従前より厳しい処分が科されているところです。

企業が 1 億ドル以上の罰金を支払うことも頻繁にあり、役員が相当の期間禁固刑の処される

こともしばしばあります。そして、このような刑罰に加え、裁判所は、企業に対して監督処

分を科す権限も与えられているのです。 

企業に対する刑罰の決定は、組織体に対する量刑を定める米国の量刑ガイドライン（以下

「量刑ガイドライン」）により規律されます。量刑ガイドラインには、とりわけ、監督処分

が必要な場合、監督期間の長さ及び適用の前提条件が定められています。監督処分が必要と

される事由は様々ですが、中でも、（a）50 人以上の従業員を擁する企業、又は法律により

実効性のあるコンプライアンスプログラムの導入が義務付けられているにもかかわらずコン

プライアンスプログラムを導入していない場合 1、又は（b）将来の犯罪行為の可能性を小さ

くするための社内改革を確保するにあたり監督処分が必要とされる場合 2には、監督処分が

必要とされます。 

                                                      
1 USSC Guidelines Manual, Section 8D.1.1(a)(3) 
2 USSC Guidelines Manual, Section 8D.1.1(a)(6) 
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反トラスト法違反に対して監督処分が科される場合、監督の期間は 1 から 5 年間とされます 3。

もちろん、企業は、監督処分期間中に連邦、州、その他の地方自治体の法律違反を犯すこと

は禁じられます。また、裁判所は、様々な要件を科すことができ、例えば、違反の性質の開

示、社内コンプライアンス及び倫理プログラムの作成、従業員及び株主に対するコンプライ

アンス及び倫理プログラムの告知、財務状況及び財務上の重大かつ不利な変化の開示を含め

た裁判所への定期的な報告、及び帳簿や記録の定期的又は抜き打ち調査の受入れを科すこと

ができます。明らかに、こうした要件は、負担が大きく、また、干渉的なものです。 

また、重要な点として、裁判所は、実効性のあるコンプライアンスプログラムの作成及びそ

の十分な実行を確保するために、独立した監督人を定める権限を与えられています。監督人

には、企業内における幅広い権限が与えられ、裁判所及び反トラスト局に対して定期的かつ

直接に報告することが義務付けられることになります。従って、監督人は、企業の経営陣に

優先する重大な責任を負うこととなり、監督業務及び検証にかかる費用は相当な額に上る可

能性があります。 

反トラスト局による最近の方針転換 

本年 9 月 10 日、反トラスト局の司法次官補 William Baer 氏は、ジョージタウン大学ローセン

ターのグローバル反トラスト法エンフォースメントシンポジウムでスピーチを行いました。

同氏の「反トラスト法違反犯罪の訴追（“Prosecuting Antitrust Crimes”）」と題するスピーチ

は、反トラスト法の刑事的な執行、及び反トラスト局の反トラスト法違反を犯した企業と役

員に対するアプローチに焦点が置かれていました。同氏は、反トラスト局の制裁措置減免制

度（リニエンシー制度）の概要について述べた上、かかる制度の企業及び個人双方に対する

適用について述べました。また、同氏は、社内コンプライアンスプログラムの重要性につい

て指摘し、企業がコンプライアンスを重要視する必要性及びその潜在的な利益を強調しまし

た。さらに、同氏は、「実効的なコンプライアンスプログラムにより、企業が価格協定の共

謀に加わる可能性を最小限に抑えることができると同時に、価格協定に参加した違反企業が

共謀を早期に発見し、制裁措置減免制度の適用を受け、あるいは［反トラスト局の］調査に

協力する可能性が最大限確保される。」と述べました。 

Baer 氏は、反トラスト局が、反トラスト法違反の罪を認める答弁をし、又は有罪判決を受け

た企業がコンプライアンスを重視することを期待していることを強調し、そのためには「企

業文化の改革に対する組織的な取組み」が必要であると述べています。これに関し、同氏は、

違反企業が自社のコンプライアンスプログラムの実効性を主張する一方で、責任があるにも

かかわらず責任を受け入れない上級役員の雇用し続けることとの間で生じる矛盾に関して議

論しました。同氏は、「自身の犯罪行為の責任を受け入れず、かつ企業としても罪を負うべ

き人間であると分かっている者を上級経営陣として、かつ価格設定の責任者の役職で雇用し

続けると同時に、一方で、企業がコンプライアンスの文化を促進できるとは想像し難い。」

と説明します。さらに、同氏は、かかる状況における反トラスト局の方針について、次のよ

うに詳しく述べています。 

企業がこのような者を実質的な権限のある役職、直接的又は間接的に共謀行為に関わ

り続けることができる役職、若しくは企業のコンプライアンス及び矯正プログラムを

監督する役職、又は自分に対する証人となり得る個人を監督する立場で雇用し続ける

場合、我々は、そのような企業による新しいコンプライアンスプログラム導入又は既

存のプログラム活性化にかかるコミットメントに対して深刻な懸念を持ちます。実際、

量刑ガイドラインでは、このようなことをする企業は「実効性のある」コンプライア

ンスプログラムを導入しているとはいえないと示唆しています。このような場合、反

トラスト局は、企業による実効的なコンプライアンスプログラムの作成及び導入を確

                                                      
3 USSC Guidelines Manual, Section 8D.1.2 
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保する手段として、裁判所による監督の下に置く監督処分を求めることを検討してい

きます。我々は、実効的なコンプライアンスプログラムの確保及び再度の違反防止に

必要な場合、監督人の活用を含めて監督処分を要求する権利を留保します。4 

2014 年 9 月 9 日、反トラスト局刑事執行部門の司法副次官補である Brent Snyder 氏は、国際

商業会議所（International Chamber of Commerce）と米国国際ビジネス協議会（United States 
Council of International Business）による共同反トラスト法コンプライアンスワークショップで

行ったスピーチで、同様の問題について強調しました。Snyder 氏は、「コンプライアンスは

文化、単なる方策ではない。」と的確に題されたスピーチにおいて、社内コンプライアンス

プログラム及び違法行為の予防と発見という見地から、かかるプログラムの重要性について

述べました。同氏は、「コンプライアンスプログラムが真の意味で十分に実施されていれば、

企業が価格協定、談合、市場割当てなどを共謀することを防ぐことができるはずであり、あ

るいは、少なくとも、共謀の開始直後に発見し、中止することができるはずである。」と説

明しました。さらに、同氏は、前者の実現の方が明らかに望ましいものの、後者によっても、

企業は反トラスト局の法人制裁措置減免制度に基づき自らの行為を自己報告することができ

るのであり、かかる行動は調査に協力する上で時間と経済的負担を伴うものであっても、企

業は刑事訴追を避けることができると述べています。 

Snyder 氏は、コンプライアンスプログラムは、各企業がビジネスを行う業界及び市場に合わ

せて個別に作成されるべきものと断りながらも、実効的なコンプライアンスプログラムに関

し、重要な要素として、次の各点を挙げました。 

(1) 上級経営陣の積極的なサポート 

(2) 営業及び価格設定の責任を担う全ての役員、管理者、及び従業員に対する教育及び

トレーニング 

(3) 従業員が報復を恐れずに刑事犯罪の事実又は可能性を報告し、指示を仰ぐことがで

きる匿名の報告システム  

(4) リスクを伴う業務に対する積極的な監視 

(5) コンプライアンスプログラムの定期的な検証及び評価 

(6) 犯罪行為に関与した従業員に対する懲戒措置 

最後の点に関して、同氏は、「企業が、責任のある従業員を、同じ行動を繰り返したり、企

業の内部調査及び調査協力を妨害したり、自身に対する証人となり得る従業員に影響を及ぼ

すことができる立場に留める場合、実効的な反トラスト法コンプライアンスにかかるコミッ

トメントに対する深刻な疑問及び懸念が生じる。」と警告しました。 

Snyder氏は、コンプライアンスプログラムの存在のみにより企業が反トラスト法の刑事訴追

を回避できるわけではなく、また、反トラスト局としても、量刑の判断にあたり、既存のコ

ンプライアンスプログラムを導入しているというだけで、企業に対する有利事情として勘案

するよう提案するわけではないと警告しています。ただし、同氏は、企業が既存のコンプラ

イアンスプログラムを導入し、又は強化したことを示すことができれば、監督処分を回避で

きることもあると述べています。また、同氏は、反トラスト局は、「調査対象となった後に

コンプライアンスプログラムを積極的に導入又は強化した企業に対して、有利に扱う方法を

積極的に検討している。」、また、反トラスト局の方針は最終決定されていないものの、

                                                      
4 Baer氏のスピーチの掲載先： http://www.justice.gov/atr/public/speeches/308499.pdf  

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/308499.pdf
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「コンプライアンスを有利に扱うためには、企業はそのプログラム又はプログラムの強化が

単なる見せかけでないことを証明する必要がある。」5とも述べています。 

実践的な対応方法 

ベストプラクティスから常に導かれることは、企業がコンプライアンスプログラムを確立、

導入、定期的に検証、及び更新することです。これは、現在のエンフォースメント環境下に

おいては、特に当てはまることです。違反の発見及び処罰に対するリスクは甚大で、何十カ

国もが、カルテル行為を発見し、罰するためにカルテルに対する取締りを積極的に行い、互

いに協力しています。全ての企業は、各自のコンプライアンスプログラムを検証し、少なく

とも下記の要素が含まれていることを確認すべきでしょう。 

(1) 企業の上級役員 及び取締役会の積極的なサポート。上級経営陣は、組織のコンプラ

イアンス活動を熟知し、その活動を監督するために必要な資源と適切な人材を配備

し、確実にプログラムがきちんと導入され、監視されるようにすべきです。 

(2) 営業及び価格設定の責任を担う従業員だけでなく、全ての役員及び管理者に対する

教育及びトレーニング・プログラム 

(3) 組織の全ての構成員が報復を恐れずに刑事犯罪の事実又は可能性を報告し、指示を

仰ぐことができる匿名の報告システム 

(4) 競合会社とのジョイントベンチャーや業界内の会議など、リスクを伴う活動に対す

る積極的な監視。この点には、競合会社が参加する会議に反トラスト法を専門とす

る弁護士を同席させることや、定期的な反トラスト監査の実施が含まれることもあ

るでしょう。 

(5) 社内コンプライアンスプログラムの定期的な検証及び評価 

(6) 犯罪行為に関与した従業員に対する懲戒処分 

反トラスト法違反の調査対象となった企業は、既存のコンプライアンスプログラムを厳しく

検証することが最善の行動です。企業は、いったん違法行為を発見したら、法執行機関に開

示する前であっても、コンプライアンスプログラムを強化及び改善するための積極的な措置

を講じ、責任を負う個人をどのように規律するか慎重に検討すべきです。反トラスト法を専

門とする弁護士に相談し、企業が講じる全ての措置は、きちんと文書に残すべきです。最終

的に企業が起訴されたとしても、このような、先を見据えた対応をすることにより、監督処

分の負担を回避できる可能性があります。 
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5 Snyder 氏のスピーチの掲載先：http://www.justice.gov/atr/public/speeches/308494.pdf 

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/308494.pdf


米国反トラスト法違反に対する追加制裁、企業に対する監督処分

（Corporate Probation）の可能性 

  5 

 

Anchorage   Austin   Beijing   Berlin   Boston   Brisbane   Brussels   Charleston   Charlotte   Chicago   Dallas   Doha   Dubai   Fort Worth   Frankfurt     

Harrisburg   Hong Kong   Houston   London   Los Angeles   Melbourne   Miami   Milan   Moscow   Newark   New York   Orange County   Palo Alto   

Paris   Perth    Pittsburgh   Portland   Raleigh   Research Triangle Park   San Francisco   São Paulo   Seattle   Seoul   Shanghai   Singapore   

Spokane   Sydney   Taipei   Tokyo   Warsaw   Washington, D.C.   Wilmington 

K&L Gates comprises more than 2,000 lawyers globally who practice in fully integrated offices located on five 
continents. The firm represents leading multinational corporations, growth and middle-market companies, 
capital markets participants and entrepreneurs in every major industry group as well as public sector entities, 
educational institutions, philanthropic organizations and individuals. For more information about K&L Gates or 
its locations, practices and registrations, visit  www.klgates.com. 

This publication is for informational purposes and does not contain or convey legal advice. The information herein should not be used or relied upon 
in regard to any particular facts or circumstances without first consulting a lawyer. 

© 2014 K&L Gates LLP. All Rights Reserved. 

http://www.klgates.com/

