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In too many ways to count, 2020 was an extraordinary 

year.  As we move into 2021 with optimism for an end to 

the pandemic and better days ahead, we understand 

that the activity last year of the U.S. Department of the 

Treasury’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) 

may not be the first thing on your mind.  Yet, 2020 was 

an incredibly busy year in the sanctions world as the 

Trump Administration continued to rely on sanctions as 

perhaps its primary national security and foreign policy 

tool of choice.  To refresh your recollection of the year, 

we are summarizing the most significant U.S. sanctions 

developments of 2020—including enforcement and 

designations statistics, programmatic changes, and 

major lessons gleaned from enforcement actions—in a 

two‑part series.  In this Part One, we summarize 

OFAC’s major actions and programmatic developments 

in 2020.  Part Two will summarize the year’s OFAC 

enforcement actions and key lessons to be learned from 

them. 

新型コロナウィルスのパンデミックに見舞われた 2020年

は、まさに異例ずくめの年でした。そのため、米国財務省

外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control: 以下

「OFAC」）の昨年の活動は、必ずしも人々の心に強く印象

付けられるものではなかったかもしれません。しかし、トラ

ンプ政権が、経済制裁を、これまでと変わらず米国の国家

安全保障や外交政策実現の主たるツールとしたため、

2020年の経済制裁実務は多忙を極めました。 

本クライアントアラートでは、2020年を総括すべく、昨年一

年間に発動された重要な経済制裁に関する措置（執行及

び制裁指定に関する統計、プログラム上の変更、並びに執

行案件から学べる主な教訓等）を 2回の連載でまとめま

す。本第 1部では、2020年における OFACによる主な制

裁及びプログラムの展開を、第 2部では、昨年の OFAC

の執行事案とそこから学べる重要な教訓をまとめます。 

I.  OFAC 2020 Statistics I. OFACをめぐる 2020年の統計 

In 2020, OFAC assessed over $23.5 million in monetary 

penalties/settlements across 17 public enforcement 

actions.  This is a steep decrease compared to 2019, 

which saw OFAC levy $1.3 billion in monetary 

penalties/settlements across 30 public enforcement 

actions.  It might not be useful to put much stock in this 

comparison, however, given that OFAC’s 2020 

operations were impacted by the COVID-19 pandemic, 

it was forced to handle an increasing number and scope 

of politically sensitive sanctions actions, and there were 

no “big ticket” enforcement cases, such as a major bank 

（執行案件） 

OFACの公表によれば、昨年の制裁執行件数は 17件、

これらに対して賦課された制裁金・和解金の総額は 23.5

百万ドル超となっています。この数字は 2019年（執行件

数 30件、賦課制裁金総額 13億ドル）に比べると急激に

落ち込んでいます。 

その背景には、2019年が少なくともここ 10年で執行件

数・制裁金額ともに最大規模となった異例の年であったこ

と、2020年は新型コロナウイルスのパンデミックの影響下

にもかかわらず、政治的に慎重な対応が求められる制裁
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wire stripping case, resolved last year.  As the sanctions 

frenzy of the waning months of the Trump 

Administration subsides, however, we expect OFAC’s 

future enforcement activity to look somewhere between 

the frenetic enforcement pace of 2019 and the slower 

rate in 2020 (partially because the 2019 enforcement 

numbers were the highest in a decade, if not longer, 

surpassing 2014’s $1.2 billion in fines across 22 public 

enforcement actions).  The graphs below provide a 

visualization of OFAC’s 2020 enforcement activity, 

compared to previous years. 

案件が件数・範囲両面で拡大した反面、2020年中に解決

を迎えた「高額（big ticket）」の制裁金が賦課されるような

執行案件（例えば、電信送金情報のストリッピング（bank 

wire stripping）等）がなかったことがあると考えられます。 

今後の展望ですが、トランプ政権終末期の数カ月間に吹き

荒れた制裁の嵐は次第に鎮まってきていますので、執行

件数・賦課制裁金総額ともに、2019年と 2020年の間のど

こかの水準に納まるであろうと考えられます。 

過去 10年間の OFACの執行件数及び制裁金額は、下図

をご覧下さい。 

  

  

While OFAC’s enforcement activity was somewhat 

muted in 2020, other OFAC actions remained at record 

levels.  OFAC made more than 700 sanctions 

designations in 2020.  Iran was the most used OFAC 

program in 2020, with Iran-related designations 

accounting for over 40% of all 2020 designations.  The 

number of delistings was also impressive, with OFAC 

removing over 200 sanctions designations throughout 

（その他の案件―制裁指定等－） 

幾分抑制基調だった執行案件とは異なり、OFACの制裁

指定は、2020年も引き続き記録的な水準を維持し、700

件を超えました。これを制裁プログラム別に見ると、対イラ

ン制裁の件数が最も多く、全体の 40％超を占めています。 

制裁指定の解除についても 2020年は目を見張るものが

あり、解除件数は年間 200件超となっています。 
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the year.  For a comparison perspective of OFAC 

activity over the years, we invite you to check out a 

useful and interesting tool Sanctions by the Numbers, 

maintained by our friends at the Center for New 

American Security.  

OFACの活動件数の推移については、Sanctions by the 

Numbers（Center for New American Security作成）をご

参照ください。 

II.  Significant OFAC Developments in 2020 II. 2020年における OFACの重要な展開 

A.  China-related Developments A. 中国関係 

i.  Hong Kong  i. 香港 

Recent political and legal developments and social 

unrest in Hong Kong, watched with intense interest by 

much of the world, led Congress to pass the Hong Kong 

Autonomy Act (“HKAA”) in July 2020.  The act 

authorizes sanctions on individuals contributing to those 

political and legal developments and secondary 

sanctions on foreign financial institutions engaged in 

significant transactions with such individuals.  On the 

same day that President Trump signed the HKAA into 

law, he also issued Executive Order (“E.O.”) 13936, 

authorizing sanctions on foreign persons determined to 

be involved in activity, such as the enforcement of Hong 

Kong’s new National Security Law.  The HKAA and E.O. 

13936 represent largely overlapping authorizations for 

sanctions relating to Hong Kong.  As explained below, 

however, one area where they differ is the authorization 

within the HKAA to impose secondary sanctions on 

foreign financial institutions; E.O. 13936 contains no 

such authority.   

Specifically, the HKAA requires the Administration to 

issue two reports to Congress, which must be followed 

by sanctions on identified parties: 

 The first report under Section 5(a) of the HKAA 

must identify foreign persons who have materially 

contributed to the “failure of the Government of 

China to meet its obligations under the Joint 

Declaration or the Basic Law” within 90 days.  The 

U.S. Secretary of State submitted this report to 

Congress on October 14, 2020, identifying 10 

individuals (see 

https://www.state.gov/identification-of-foreign-

persons-involved-in-the-erosion-of-the-obligations-

of-china-under-the-joint-declaration-or-the-basic-

law/).  Once identified in the first report, the 

President may decide to immediately impose 

sanctions on the listed parties.  Within a year, 

however, the President must impose sanctions on 

近時、香港における政治的・法律的な動向や社会不安は

世界の注目を集めています。 

2020年 7月に米国連邦議会において可決された香港自

治法（Hong Kong Autonomy Act: 以下「香港自治法」）

は、かかる政治的・法律的な動きに貢献する個人に制裁を

科し、また、当該個人と重要な取引を行う外国の金融機関

を二次制裁の対象とするものです。  

また、香港自治法の成立と同日に、トランプ大統領は、大

統領令第 13936号を発令しました。この大統領令は、香

港の新国家安全維持法の執行等に関与したと判断される

外国人に対して、制裁を課すものです。 

香港自治法と大統領令第 13936号は、いずれも香港に関

連する制裁を規定するもので、相当部分において重複して

いますが、異なる点が一つあります。それは、香港自治法

では外国金融機関に対する二次制裁が規定されているの

に対し、大統領令第 13936号にはそのような規定がない

点です。具体的に説明しましょう。 

香港自治法は、政府当局に対し、連邦議会に対して下記

の 2つの報告を行うこと、そしてこれに続いて、同報告で

特定された者に対して制裁を課すことを義務付けていま

す。 

 香港自治法第 5条(a)に基づく最初の報告： 

香港自治法の施行から 90日以内に「中国政府によ

る、英中共同声明又は香港基本法で規定された義

務の不履行」について、重要な寄与（materially 

contribute）を行った外国人を特定した報告。 

2020年 10月 14日、米国国務長官は、10名の個

人を特定した最初の報告書を議会に提出しました

（https://www.state.gov/identification-of-foreign-

persons-involved-in-the-erosion-of-the-

obligations-of-china-under-the-joint-declaration-

or-the-basic-law/を参照）。最初の報告書で特定さ

れた者に対しては、大統領は裁量で直ちに制裁を課

すことができますが、これを行わない場合でも、１年

https://www.cnas.org/publications/reports/sanctions-by-the-numbers
https://www.cnas.org/publications/reports/sanctions-by-the-numbers
https://www.state.gov/identification-of-foreign-persons-involved-in-the-erosion-of-the-obligations-of-china-under-the-joint-declaration-or-the-basic-law/
https://www.state.gov/identification-of-foreign-persons-involved-in-the-erosion-of-the-obligations-of-china-under-the-joint-declaration-or-the-basic-law/
https://www.state.gov/identification-of-foreign-persons-involved-in-the-erosion-of-the-obligations-of-china-under-the-joint-declaration-or-the-basic-law/
https://www.state.gov/identification-of-foreign-persons-involved-in-the-erosion-of-the-obligations-of-china-under-the-joint-declaration-or-the-basic-law/
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the listed parties, which may include blocking 

sanctions and visa restrictions.  

 Under Section 5(b) of the HKAA, within 60 days of 

the first report, a second report identifying foreign 

financial institutions that knowingly conducted a 

“significant transaction” with a person identified in 

the first report is due.  On December 11, 2020, the 

Secretary of the Treasury published this report 

noting the steps taken to identify applicable 

foreign financial institutions that may have 

knowingly conducted a significant transaction with 

any of the 10 foreign persons identified in the 

Section 5(a) report (see 

https://home.treasury.gov/system/files/126/hkaa_r

eport_12112020.pdf).  No foreign financial 

institutions were named in the initial Section 5(b) 

report.  

If a foreign financial institutions is eventually listed in a 

future Section 5(b) report, the President is then required 

to impose at least five sanctions on the offending 

financial institution within a year of the report and 

impose the full menu of ten secondary sanctions within 

two years of the report.   

In conjunction with the HKAA sanctions framework 

outlined above, E.O. 13936 authorizes blocking 

sanctions against parties that engage in a variety of 

practices that “undermine democratic processes or 

institutions of Hong Kong.”  To date, there have been 

four rounds of sanctions designations under E.O. 

13936, which render a designated person a Specially 

Designated National (“SDN”).  While there is no 

mandate that persons designated under E.O. 13936 

also be included in the HKAA Section 5(a) report, all of 

the individuals in the October 2020 Section 5(a) report 

were already subject to E.O. 13936 sanctions.  Thus, it 

remains possible that the additional E.O. 13936 

designations not included in the initial Section 5(a) 

report could be added to future 5(a) reports.   

Unlike the HKAA, the E.O. does not require the 

issuance of a report prior to the imposition of 

sanctions—sanctions under the E.O. can be imposed at 

any time and without prior notice.  On the other hand, 

the HKAA directs both the Treasury Secretary and the 

Secretary of State to update their respective reports “in 

an ongoing manner,” which must be resubmitted “to the 

extent practicable” (i.e., not an absolute requirement).  

以内に、資産凍結やビザ停止等の制裁を課さねば

ならないとされています。 

 香港自治法第 5条(b)に基づく二番目の報告： 

最初の報告から 60日以内に、最初の報告書で特定

された者と「重大な取引（significant transaction）」

を、知りながら行った外国金融機関を特定した報告。 

2020年 12月 11日、米国財務長官は、この二番目

の報告書を公開しました。この中では、香港自治法

第 5条(a)の報告で特定された 10名の外国人のい

ずれかと重大な取引を知りながら行った可能性のあ

る外国金融機関の具体的名前は挙げられておらず、

このような外国金融機関を特定する措置を講じてい

る旨の言及がなされています

（https://home.treasury.gov/system/files/126/hkaa

_report_12112020.pdf）。 

今後提出される第 5条(b)の報告書で、外国金融機関が特

定されれば、大統領は、当該金融機関に対して、財務長官

による上記報告から 1年以内に少なくとも 5つの制裁を、

また、当該報告から 2年以内に 10種類全ての二次制裁

を課すことが義務付けられています。 

香港自治法は、各報告書を「随時（in an ongoing 

manner）」更新することを財務長官と国務長官の双方に求

めていますが、これは「可能な限り（to the extent 

practicable）」再提出するものとされています（すなわち、

絶対条件ではありません）。なお、少なくとも年次報告書は

2021年 3月 31日までに提出しなければなりません。 

他方、大統領令第 13936号では、「香港の民主的な手続

きや機関を損なう」さまざまな行為や活動に関与した者に

対して、資産の凍結等の制裁が課されています。大統領令

第 13936号に基づく対象者の特定はこれまで四回にわた

って行われていますが、いずれの場合も、当該対象者はい

わゆる SDNリスト（Specially Designated Nationals and 

Blocked Persons: 以下「SDN」）に掲載され、制裁対象と

されています。 

大統領令に基づく制裁は、事前の報告なしでいつでも行う

ことができるとされ、必ずしも事前の報告や香港自治法第

5条(a)の報告書に含めることが義務付けられているもの

ではありません。しかし、2020年 10月の第 5条(a)の報

告書に記載された個人は、全員大統領令第 13936号によ

り対象者として特定された者でした。今後も、大統領令第

13936号に基づく制裁対象者が当初の第 5条(a)の報告

書に含まれていない場合でも、その後に提出される第 5条

(a)の報告書に、報告対象者として追加記載される可能性

がある点には留意が必要です。 

https://home.treasury.gov/system/files/126/hkaa_report_12112020.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/hkaa_report_12112020.pdf
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At a minimum, an annual report is due on March 31, 

2021.  Because updates to HKAA and E.O. 13936 

sanctions can happen at any time, it is critical to 

observe closely any Hong Kong-related developments.   

香港自治法と大統領令第 13936号がいつ改正されるか

の予測は難しいところです。そのため、今後も、香港関連

の法規制の展開を注視していくことが重要です。 

ii.  Pentagon List ii. 米国国防総省リスト（Pentagon List） 

Prompted to reevaluate a two‑decade‑old statute (the 

FY 1997 National Defense Authorization Act) as an 

unused tool in confronting what the U.S. government 

regards as China’s strategy of “Military-Civilian Fusion,” 

in June 2020 the U.S. Department of Defense 

developed and published a list of names of Chinese 

military-owned companies operating in the United 

States.  This so-called “Pentagon List” itself was 

accompanied by no specific prohibitions but has since 

been operationalized by a new E.O., E.O. 13959, to 

restrict future U.S. investment in such companies.  

Specifically, E.O. 13959 prohibits U.S. persons from 

investing in the publicly traded securities of listed 

“Chinese Military Companies” (or any securities 

derivative of, or that provide investment exposure to, 

such publicly traded securities).  Several subsequent 

rounds of designations have added additional 

companies to the Pentagon List.  

Relatedly, OFAC established and now maintains a non-

SDN Chinese Military Companies List (“CMC List”), 

which largely mirrors the Pentagon List in purpose, 

scope, and effect.  The CMC List was designed to 

provide clarity as to which entities on the Pentagon List 

face the investment ban.  Both the Pentagon List and 

the CMC List are given operational effect by E.O. 

13959, as amended by E.O. 13974.  Together, the 

E.O.s prohibit U.S. persons from investing in the publicly 

traded securities of listed “Chinese Military Companies” 

(or any securities derivative of, or that provide 

investment exposure to, such publicly traded securities).  

The scope of the restrictions under E.O.s 13959/13974 

is, therefore, limited, as compared to other U.S. 

sanctions and export control programs.  Whereas 

traditional OFAC sanctions restrict nearly all 

transactions with a sanctioned party, the restrictions on 

Pentagon List and CMC List companies trigger only a 

ban on U.S. persons investing in the securities of the 

listed parties.   

While OFAC has published several rounds of FAQs on 

its new sanctions program, it still might take some time 

米国国防総省は、2020年 6月、しばらく利用されることが

なかった 20年前の法律である「1997会計年度国防授権

法（FY 1997 National Defense Authorization Act）」を、

中国の「軍民融合（Military-Civilian Fusion）」戦略に立ち

向うツールとして再評価し、米国で事業を展開する中国軍

所有企業のリストを策定・公表しました（いわゆる「国防総

省リスト（Pentagon List）」）。 

この国防総省リスト自体自体には、具体的な禁止事項が

記載されているわけではありませんが、同リスト作成後に

発令された大統領令第 13959号によって、同リスト記載の

指定企業に対する米国の企業等の投資が制限されること

になりました。具体的には、大統領令第 13959号は、米国

人が当該リストに指定された「中国軍関連企業」の公開有

価証券に投資すること（又はかかる公開有価証券の証券

デリバティブへの投資若しくはかかる公開有価証券に係る

投資エクスポージャーを伴う投資を行うこと）を禁止してい

ます。なお、国防総省リストはその後複数回にわたって改

訂され、対象企業等が追加記載されています。 

なお OFACは、国防総省リスト掲載企業のうち、米国の企

業等による投資が禁止される企業を明確化すべく、「非

SDN中国軍関連企業リスト」（non-SDN Chinese Military 

Companies List: 以下「CMCリスト」）を作成・管理してい

ます。 

国防総省リスト及び CMCリスト掲載企業に対する制限の

範囲は、米国の他の制裁・輸出管理プログラムの定める制

限に比べて限定的です。従来の OFAC制裁では、対象者

との殆ど全ての取引を制限していましたが、国防総省リス

トや CMC リストに基づく制限は、米国人が、指定された者

の有価証券に投資することを禁止するに過ぎない点には

注意が必要です。 

OFACは、新たな制裁プログラムに関し数回にわたって

FAQ を公表していますが、業界が、禁止される取引の範囲

を明確に把握するまでには、なおある程度時間がかかる

可能性があります。特に、バイデン政権が戦略的目標及び

その実現方法を立案する今後数カ月間は、明確にはなら

ないでしょう。 

多くの市場関係者が注目する点のひとつは、CMCリスト

掲載企業との「緊密な一致（close matches）」という概念に

ついて OFACがどのような対応をとるかという点です。こ

https://www.mofo.com/resources/insights/201230-new-ofac-faqs.html
https://www.mofo.com/resources/insights/201230-new-ofac-faqs.html
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for industry to gain clarity on the precise scope of 

permissible and prohibited transactions, particularly in 

the months ahead, as the Biden Administration 

formulates its strategic objectives and how best to 

achieve them.  One point of interest to many market 

participants is how OFAC intends to deal with “close 

matches” to entities listed on the CMC List.  So far, 

OFAC has decided to postpone restricting securities of 

“close-matches” until it identifies how best to handle this 

issue.  While many questions remain, global financial 

institutions should take steps to carefully evaluate 

transactions involving the purchases of securities of the 

named companies where there may be a U.S. nexus, 

especially since foreign financial institutions could be 

impacted if they manage or hold any index or mutual 

funds for U.S. investors that hold the underlying 

securities of any listed entity.   

れまでのところ、OFACは、この問題への最善の対処方法

が明確になるまで「緊密に一致する（close-matches）」リス

ト掲載企業の発行する有価証券への投資を制限するのは

控えることとしています。 

未解決の問題が数多く残っていますが、グローバルな金融

機関は、米国とのつながり（U.S. nexus）を有する可能性

があるのであれば、指定企業の有価証券の購入に関わる

取引について慎重に評価する措置を講じるべきです。これ

は、とりわけ、対象企業の原有価証券を保有する米国の投

資家向けのインデックスファンドやミューチュアルファンドを

管理・保有する外国金融機関は影響を受ける可能性があ

るためです。 

iii.  Matters related to Xinjiang iii. 新疆関係 

Continuing its human rights-related pressure on China, 

OFAC added Xinjiang Production and Construction 

Corps (“XPCC”) to its List of Specially Designated 

Nationals and Blocked Persons (“SDN List”) on July 31, 

2020, pursuant to the Global Magnitsky Human Rights 

Accountability Act (22 U.S.C. § 2656) and E.O. 13818.   

OFAC sanctioned XPCC for what the U.S. Government 

concluded were serious concerns related to labor and 

human rights in China’s Xinjiang Uyghur Autonomous 

Region (“XUAR”).  OFAC’s targeting of XPCC is a major 

development as XPCC and its subsidiaries are 

pervasive not only in the XUAR, where they employ a 

significant portion of the population, but also in global 

textile supply chains, where they are integral players.  In 

fact, XPCC is generally understood to account for 

approximately a third of all cotton production in China.  

XPCC’s designation as an SDN means that all U.S. 

persons (any U.S. citizen, permanent resident alien, 

entity organized under the laws of the United States or 

any jurisdiction within the United States (including 

foreign branches), or any person physically located in 

the United States) are banned from engaging, directly or 

indirectly, with XPCC and its majority-owned 

subsidiaries unless granted specific authorization by 

OFAC.  Similarly, non-U.S. individuals and entities 

cannot engage in a transaction with an SDN if there is a 

U.S. nexus (that is, involves a U.S. person or U.S. 

米国は人権問題でも中国をけん制し続けていますが、その

一環として、OFACは、グローバル・マグニツキー人権問

責法（Global Magnitsky Human Rights Accountability 

Act）（22 U.S.C. § 2656）及び大統領令第 13818号に基

づき、2020年 7月 31日、中建新疆建工（集团）有限公司

（Xinjiang Production and Construction Corps: 以下

「XPCC」）を SDNリストに追加指定しました。 

中国新疆ウイグル自治区（以下「新疆ウイグル自治区」）に

労働権及び人権を巡る重大な懸念事項があると米国政府

が判断したことを受け、OFACにより XPCCに制裁が課さ

れました。XPCCとその子会社は、新疆ウイグル自治区で

人口の相当数を雇用しているのみならず、繊維製品の世

界的なサプライチェーンにおいても不可欠なプレイヤーで

ある（実際、XPCCの綿花生産量は、中国の全生産量の

約 3分の 1 を占めているといわれています。）ため、OFAC

が XPCCを標的にしたことは大きな意味を持ちます。 

XPCCの SDNへの指定によって、全ての米国人（米国市

民、米国永住権を有する外国人、米国法又は米国内の管

轄権に基づき設立された事業体（外国支社を含みます）又

は米国内に居る者）は、OFACの特段の許可がない限り、

直接・間接を問わず、XPCC及び XPCCの過半数所有子

会社との取引を禁止されることになりました。 

また、米国人以外の個人及び団体も、米国とのつながりが

ある場合（すなわち、米国人又は米国の物品・サービスに

関わっている場合や、米国の金融システム又は米ドルを使

用する場合を含み、交換通貨として使用する場合も同様で

す））は、当該 SDNと取引を行うことはできません。 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/u-s-bans-cotton-imports-from-china-producer-xpcc-citing-xinjiang-slave-labor-idUSKBN28C38V
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goods or services, including use of the U.S. financial 

system or U.S. dollar, even as an exchange currency).   

In addition to the OFAC designations, the U.S. 

Department of Commerce’s Bureau of Industry and 

Security (“BIS”) added 11 companies to its Entity List on 

July 2020 for their alleged involvement in human rights 

abuses in Xinjiang.  As a result, U.S. and non-U.S. 

persons are prohibited from transferring any items 

(including commodities, hardware, software, or 

technology) subject to the Export Administration 

Regulations (“EAR”) to the BIS-designated Entity List 

parties.  The restrictions broadly apply to any person 

dealing in goods, software, and technology (collectively, 

“items”) in the United States, U.S.-origin items, certain 

items manufactured outside the United States that 

contain sufficient U.S.-origin content, and certain items 

manufactured using U.S. technology. 

Also, the U.S. Department of Homeland Security’s U.S. 

Customs and Border Protection (“CBP”) announced in 

early December that CBP personnel at all U.S. ports of 

entry will detain shipments containing cotton and cotton 

products originating from XPCC.  The Withhold Release 

Order applies to all cotton and cotton products produced 

by the XPCC and its subordinate and affiliated entities, 

as well as any products that are made in whole or in 

part with or derived from that cotton, such as apparel, 

garments, and textiles.   

Taken together, U.S. sanctions, export restrictions, and 

customs actions on the XUAR raise significant legal and 

reputational risks.  Thus, companies doing business in 

the region should adopt rigorous due diligence 

procedures to identify business partners that may be 

ultimately owned by the XPCC to prevent violations of 

the existing and potential new U.S. sanctions.  

また、米国商務省産業安全保障局（Bureau of Industry 

and Security: 以下「BIS」）は、2020年 7月、新疆におけ

る人権侵害に関与しているとして 11社をエンティティリスト

に追加掲載しました。その結果、米国人及び非米国人とも

に、輸出管理規則（Export Administration Regulations: 

以下「EAR」）の対象である一切の品目（物品、ハードウェ

ア、ソフトウェア、技術を含みます）を、これらの BISエンテ

ィティリスト掲載会社に移転することが禁止されました。こ

の制限は、米国内の物品、ソフトウェア及び技術（以下、総

称して「品目」）、米国原産品目、米国外で製造・生産され

た一定の品目のうち米国原産品目が一定割合組み込まれ

たもの、並びに米国の技術を使用して製造・生産された一

定の品目の取引を行う者に広く適用されます。 

さらに 2020年 12月上旬、米国国土安全保障省 税関・国

境取締局（U.S. Customs and Border Protection: 以下

「CBP」）は、米国の全ての通関手続地において、XPCC

由来の綿及び綿製品を含む貨物を留保すると発表しまし

た。この違反商品保留命令（Withhold Release Order）の対

象となるのは、XPCC及びその傘下企業・関連企業が生

産した全ての綿及び綿製品のほか、その全部若しくは一部

に当該綿が使用され、又は当該綿に由来する一切の製品

（例えば、衣類及び生地等）です。 

中国新疆ウイグル自治区において、このような米国の制

裁、輸出規制及び税関の取締りが行われることにより、法

的リスク・風評リスクが生じ得ます。そのため、この地域で

ビジネスを行う企業は、厳格なデューデリジェンス手続によ

り、最終所有者が XPCCである可能性のある取引先を特

定し、米国の現行の制裁や今後の潜在的な制裁に対する

違反防止措置を講じる必要があります。 

iv.  South China Sea  iv. 南シナ海 

An area for potential new sanctions on China moving 

forward concerns its activities in the South China Sea.  

The stage is set for increased focus as the South China 

Sea and East China Sea Sanctions Act, introduced in 

the U.S. Senate in May 2019, would impose potential 

sanctions against “any Chinese person that contributes 

to construction or development projects, including land 

reclamation, island-making, lighthouse construction, 

building of base stations for mobile communications 

services, building of electricity and fuel supply facilities, 

中国については、今後、南シナ海における同国の行動を巡

って新たに米国の制裁対象に加えられるおそれがありま

す。2019年 5月に米国上院に提出された「南シナ海・東シ

ナ海制裁法案（South China Sea and East China Sea 

Sanctions Act）」は、「東南アジア諸国連合（ASEAN）の

一又は複数の加盟国が領有権を主張する南シナ海の海

域において、建設・開発プロジェクト（埋立て、島の創設、灯

台の設置、移動体通信サービス基地局の建設、電気・加

工供給施設、民間インフラプロジェクトを含む）に関与する

中国人」に対する制裁を定めています。 

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-issues-region-wide-withhold-release-order-products-made-slave
https://www.congress.gov/116/bills/s1634/BILLS-116s1634is.pdf
https://www.congress.gov/116/bills/s1634/BILLS-116s1634is.pdf
https://www.congress.gov/116/bills/s1634/BILLS-116s1634is.pdf
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or civil infrastructure projects, in areas of the South 

China Sea contested by one or more members of the 

Association of Southeast Asian Nations.”   

Although OFAC has not yet imposed any sanctions with 

respect to South China Sea activities, the U.S. 

Departments of Commerce and State have already 

taken steps to respond to China’s actions in the South 

China Sea.  Specifically, Commerce added numerous 

Chinese companies, including certain subsidiaries of the 

Chinese Communications Construction Company to the 

Entity List for their role in strategic developments in the 

South China Sea.  It is prohibited to provide to an Entity 

List company any commodities, hardware, software, or 

technology subject to the EAR.  The Department of 

State similarly imposed visa restrictions on Chinese 

persons “responsible for, or complicit in, either the large-

scale reclamation, construction, or militarization of 

disputed outposts in the South China Sea, or the PRC’s 

use of coercion against Southeast Asian claimants to 

inhibit their access to offshore resources.”  Given the 

strong stance already shown by Commerce and State, it 

would not be a surprise if Congress passed the above-

mentioned legislation and OFAC followed suit with its 

own sanctions, particularly after the Biden 

Administration completes its whole-of-government 

review of its posture toward China.  

OFACは、南シナ海での中国の行動に関しては未だ制裁

を発動していませんが、米国商務省と同国国務省は以下

のとおり、既に南シナ海における同国の行動に対応してそ

れぞれ措置を講じています。 

商務省は、南シナ海における戦略的開発に参加したとし

て、Chinese Communications Construction Company

の一部の子会社を含む多数の中国企業を、エンティティリ

ストに追加掲載しました。エンティティリストに掲載された企

業に対して、EARの対象である物品、ハードウェア、ソフト

ウェア又は技術を提供することは禁止されています。 

また、国務省は、「南シナ海の紛争拠点の大規模な埋立

て、建設若しくは軍事化、又は領有権を主張する東南アジ

ア諸国による海底資源へのアクセスを阻止することを目的

とした当該東南アジア諸国に対する中華人民共和国によ

る強制力の行使について責任を負う、又はこれに加担す

る」中国人に対し、ビザ停止の制裁を課しました。 

このような商務省と国務省の強固な姿勢を考えれば、上記

法案が再度上院に提出され、その後［両院で審議の上］可

決され、同法に基づいて OFAC制裁を発動することになっ

ても、特に驚くことではないのかもしれません。バイデン政

権が中国に対する厳しい姿勢を示すこととなった近時はな

おさらです。 

B. Cuba B. キューバ 

In 2020, the Trump Administration continued to increase 

sanctions against Cuba, which had previously been 

loosened under the Obama Administration, in a number 

of ways. 

トランプ政権は、オバマ政権下で緩和されたキューバに対

する制裁を強化する姿勢に転じ、2019年には、同政権は

米国からキューバへの渡航を対象とした制限措置を実施し

ました。2020年もいくつかの点でこの姿勢が継続されまし

た。 

i. No Cuban Rum or Cigars i. キューバ産のラム酒や葉巻の輸入制限 

In September 2020, the Trump Administration imposed 

additional sanctions on Cuba in order to further limit the 

Cuban regime’s sources of revenue.  In 2019, the 

Trump Administration implemented sanctions measures 

targeting travel from the United States to Cuba.  In 

keeping with the spirit of these earlier sanctions, in early 

fall 2020, OFAC further amended the Cuban Assets 

Control Regulations (“CARC”) to prohibit the importation 

of Cuban-origin alcohol and tobacco products into the 

United States.  As discussed in an earlier alert on this 

issue, OFAC further amended the CARC to impose 

restrictions on professional research and professional 

2020年 9月、トランプ政権は、キューバ政府の収入源を

更に制限するため、キューバに追加制裁を課しました。そ

の一環として、OFACは、2020年初秋に、「キューバ資産

管理規則（Cuban Assets Control Regulations: 以下

「CARC」）」を改訂し、キューバ産のアルコール及び葉巻製

品の米国への輸入を禁止しました。 

また、過去のアラートでも述べたとおり、OFACは、専門家

による研究や専門家会議をキューバで行う場合は、個別

審査の上、ライセンスの取得を要するものとし、制限を課す

べく CARCの再改正を行いました。 

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/08/commerce-department-adds-24-chinese-companies-entity-list-helping-build
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/08/commerce-department-adds-24-chinese-companies-entity-list-helping-build
https://static1.squarespace.com/static/563a4585e4b00d0211e8dd7e/t/5cf672ba3cb71300017a5451/1559655099438/cuba_fact_sheet_20190604.pdf
https://static1.squarespace.com/static/563a4585e4b00d0211e8dd7e/t/5cf672ba3cb71300017a5451/1559655099438/cuba_fact_sheet_20190604.pdf
https://www.mofo.com/resources/insights/200928-no-more-cuban-cigars-rum.html
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meetings that would be held in Cuba, requiring that 

these be reviewed on a case-by-case basis and 

authorized via license.  Additionally, OFAC imposed 

additional restrictions on public performance, clinics, 

workshops, athletic and other competitions, and 

exhibitions held in Cuba by removing the general 

authorization for such events and activities.  

Consequently, general licenses authorizing 

athletic-related travel can only be granted in connection 

with amateur or semi-professional athletes or athletic 

teams as provided for in § 515.567(a). 

さらに、OFACは、キューバで行われる公演、クリニック、

ワークショップ、スポーツその他の競技会や展示会につい

ても、一般ライセンス（general license）を撤廃し、制限を

課すこととしました。その結果、スポーツ関連の渡航を許可

する一般ライセンスは、第 515.567条(a)に定めるとおり、

アマチュア又はセミプロのスポーツ選手・チームに関連す

る場合に限り付与されることになりました。 

ii.  Making a List, Checking it Twice ii. リストの作成、2度の確認 

OFAC also amended the CACR to prohibit any person 

subject to U.S. jurisdiction from “lodging, paying for 

lodging, or making any reservation for or on behalf of a 

third party to lodge, at any property in Cuba that the 

Secretary of State has identified as a property that is 

owned or controlled by the Cuban government, a 

prohibited official of the Government of Cuba, as 

defined in 31 C.F.R. § 515.337, a prohibited member of 

the Cuban Communist Party, as defined in 31 C.F.R. 

§ 515.338, a close relative, as defined in 31 C.F.R. 

§ 515.339, of a prohibited official of the Government of 

Cuba, or a close relative of a prohibited member of the 

Cuban Communist Party.”  This ban on 

accommodations was instituted alongside the creation 

by the U.S. State Department of the Cuba Prohibited 

Accommodations List (“CPA List”), which includes a list 

of names, addresses, and other identifying details of 

properties subject to this provision, including 433 

properties owned or controlled by the Cuban regime or 

well-connected insiders.  Note that the CPA List 

supplements, but does not supersede, the Cuba 

Restricted List currently maintained by the State 

Department. 

OFACによる CARCの改正により、米国の管轄下にある

者が次の行為を行うことが禁止されました。「キューバ政

府、禁止対象のキューバ政府職員（連邦規則集第 31巻第

 515.337条に定義）、禁止対象のキューバ共産党員（連邦

規則集第 31巻第 515.338条に定義）、禁止対象のキュー

バ政府職員の近親者（連邦規則集第 31巻第 515.339条

に定義）、又は禁止対象のキューバ共産党員の近親者が

所有又は管理する物件であることを国務長官が確認した

在キューバの施設において宿泊すること、宿泊の支払いを

すること、又は第三者のため若しくは第三者に代わって宿

泊予約をすること。」 

この宿泊施設に関する禁止措置は、米国国務省が「キュー

バ禁止宿泊施設リスト（Cuba Prohibited 

Accommodations List: 以下「CPA リスト」）」を作成したの

と並行して策定されました。この CPAリストには、当該条

項の対象となる宿泊施設の名称、住所その他詳細情報

（キューバ政府又は強力な縁故を有する内部関係者が所

有又は管理する 433の物件が含まれます）が記載されて

います。なお、CPAリストは、現在国務省が管理する「キュ

ーバ制裁リスト（Cuba Restricted List）」を補完するもので

あり、これに優先するものではないことに留意してくださ

い。 

C.  Iran C. イラン 

Throughout 2020, the Trump Administration also 

continued its “maximum pressure” campaign against 

Iran, though with some consideration and 

accommodation for Iran’s struggle with COVID-19. 

2020年全体を通じて、トランプ政権は、イランに対し、同国

が新型コロナウイルスへの対応に苦慮していることに多少

は配慮し、調整を図りながらも、引き続き「最大限の圧力

（maximum pressure）」政策を進めました。 

i. Secondary Sanctions i. 二次制裁 

On June 5, 2020, OFAC issued four frequently asked 

questions (“FAQs”) that define key terms connected to 

the secondary sanctions that had been added to the 

Iran sanctions program earlier in 2020.  As discussed in 

2020年 1月 10日に、トランプ大統領は、大統領令第

13902号を発令しました。後述のとおり、本大統領令は、

二次制裁の対象範囲を拡大し、財務長官が自ら適切だと

みなす分野をその裁量で追加する権限を認めています。

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13902.pdf
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an earlier alert on this topic, the new FAQs define the 

construction, mining, manufacturing, and textile sectors 

of Iran’s economy and make clear that OFAC will not 

regard sales of humanitarian, safety, and sanitation-

related goods and services to Iranian persons who are 

not SDNs either operating in these sectors or 

transacting in goods or services used in association with 

these sectors.  These qualifications build on OFAC’s 

attempts to minimize the impact of U.S. sanctions on 

Iranian companies and individuals trying to obtain 

medical supplies and safety equipment needed to 

combat the COVID-19 pandemic.  

As background, on January 10, 2020, President Trump 

had issued E.O. 13902, which broadened secondary 

sanctions as described below, and authorized the 

Secretary of the Treasury to add additional sectors as 

he saw fit.  The expanded secondary sanctions 

encompassed transactions involving the construction, 

mining, manufacturing, and textiles sectors, and permit 

OFAC to sanction non-U.S. individuals and entities that 

operate in or knowingly engage in a “significant” 

transaction for the sale or supply to or from Iran of 

“significant” goods or services “used in connection with” 

the aforementioned Iranian sectors.  E.O. 13902 also 

permits OFAC to sanction non-U.S. financial institutions 

that facilitate “significant” transactions involving these 

sectors.  The FAQs issued by OFAC define in greater 

specificity what it considers to be the construction, 

mining, manufacturing, and textiles sectors of Iran’s 

economy and expand upon what it considers to be 

goods and services used in connection with each of 

these sectors.   

Additionally, the FAQs explain that OFAC will not issue 

sanctions for activity in Iran relating to “manufacturing 

medicines, medical devices, or products used for 

sanitation, hygiene, medical care, medical safety, and 

manufacturing safety, including soap, hand sanitizer, 

ventilators, respirators, personal hygiene products, 

diapers, infant and childcare items, personal protective 

equipment, and manufacturing safety systems, solely for 

use in Iran and not for export from Iran.”  While the 

FAQs do not fully define the term “significant” in the 

context of relevant transactions, OFAC’s list of factors 

used to determine transactional significance in other 

similar contexts is likely a helpful starting point.  Finally, 

the FAQs clarify that OFAC will not regard sales of 

二次制裁の対象範囲が拡大したことで、建設業、鉱業、製

造業及び繊維工業に関係する取引が網羅され、OFAC

が、イランの当該分野「において使用される（used in 

connection with）」「重要な（significant）」物品・サービスの

イランへの又はイランからの販売又は供給に係る「重要な

（significant）」取引において事業を行う、又は知りながらこ

れに関与する非米国人及び非米国企業に制裁を課すこと

ができるようになりました。 

2020年 6月 5日、OFACは、2020年初めにイラン制裁

プログラムに追加された二次制裁に関係する重要な用語

を定義した、4つの質問（frequently asked questions）への

回答を発表しました。 

以前アラートでも述べたとおり、新たな FAQでは、イラン経

済を構成する分野のうちどのような分野が、OFACにおい

て建設業、鉱業、製造業及び繊維工業とみなされるかが非

常に具体的に定義されており、何がその各分野において

使用される物品・サービスとみなされるかについても詳述さ

れています。 

また、当該分野において事業活動を行う、又は当該分野に

関連する物品・サービスの取引を行う非 SDNイラン人に

対する、人道、安全及び衛生関連の物品・サービスの販売

は、OFACの制裁の対象の分野において事業活動を行

う、又は当該分野に関連する物品・サービスの取引とはみ

なさないことが明確に示されています。すなわち、また、

FAQにおいては、「イラン国内での使用に限定され、イラン

から輸出されない医薬品、医療機器、又は公衆衛生、保健

衛生、医療、医療の安全及び製造における安全のために

使用される製品（石鹸、手指消毒剤、人工呼吸器、呼吸保

護具、個人的衛生用品、おむつ、乳幼児ケア用品、個人用

保護具、製造安全システム等）の製造」に関するイラン国

内における活動については OFACの制裁は課されないと

されています。 

なお、大統領令第 13902号は、当該分野に関わる「重要

な（significant）」取引を促進する非米国金融機関に対して

制裁を科すことを OFACに認めていますが、FAQは、上

記取引における「重要な（significant）」という概念について

完全な定義を与えてはいません。ただ、その理解の第一歩

として、他の同様の取引の重要性を判断するために使用さ

れる OFACの「構成要素リスト（list of factors）」は有用で

す。 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs#830
https://www.mofo.com/resources/insights/200618-ofac-new-faqs-iran-sanctions.html
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/31/561.404
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humanitarian, safety, and sanitation-related goods and 

services to non-SDN Iranian persons as operating in 

these sectors or transacting in goods or services used in 

connection with the aforementioned sectors.  Taken 

together, the FAQs help to ensure that U.S. sanctions 

do not prevent the provision of necessary materials to 

Iran that are needed to support the country’s efforts to 

combat COVID-19. 

ii. Financial Sector  ii. 金融分野 

On October 8, 2020, U.S. Treasury Secretary Steven 

Mnuchin identified the Iranian financial sector as subject 

to the sectoral sanctions instituted under E.O. 13902.  

As discussed in an earlier alert on this development, 

OFAC consequently ratcheted up its sanctions against 

18 major Iranian banks identified as subject to 

secondary sanctions on the agency’s SDN List.  In 

keeping with the Trump Administration’s “maximum 

pressure” campaign against Iran, these additional 

sanctions intend to further isolate Iran’s stressed 

financial sector and threaten sanctions against non-U.S. 

companies that do business with Iranian financial 

institutions or the Iranian financial sector.  

These expanded secondary sanctions mainly target 

non-U.S. companies that continue to engage with 

Iranian financial institutions.  However, their impact is 

qualified by the previous exceptions made for the 

humanitarian trade in certain agricultural commodities, 

food, medicine, and medical devices, including certain 

items necessary to combat the COVID-19 pandemic, 

which apply in this case, as well.  Additionally, OFAC 

had granted a 45-day wind-down period, which expired 

on November 22, 2020, to allow non-U.S. persons 

engaged in transactions with the Iranian financial sector 

to conclude those transactions without risk of exposure 

to sanctions.  Finally, for U.S. persons continuing to 

engage in the limited areas of humanitarian or other 

authorized trade with Iran, OFAC issued a new general 

license, General License L, to clarify that such 

transactions and activities previously authorized for U.S. 

persons would be allowed to continue under the new 

sanctions.  It is likely that the impact of the expanded 

Iranian financial sector sanctions on U.S. persons will 

be fairly minimal due to General License L, though for 

non-U.S. companies doing business outside the United 

States, the effect could be considerable.  

2020年 10月 8日、米国財務長官 Steven Mnuchinは、

イランの金融分野は、大統領令第 13902号による分野別

制裁の対象となることを明確に示しました。以前アラートで

述べたとおり、これに伴って OFACは、制裁範囲を拡大

し、OFACの SDNリストに二次制裁の対象として特定され

たイランの大手金融機関 18行に対する制裁を強化しまし

た。トランプ政権の対イラン「最大限の圧力」政策に沿う形

で、これらの追加制裁措置は、疲弊したイランの金融分野

を更に孤立させ、イランの金融機関やイランの金融分野と

ビジネスを行う非米国企業に対して制裁を示唆することを

目的としています。  

これらの拡張された二次制裁は、主に、イランの金融機関

との関係を継続する非米国企業を対象とするものです。た

だし、一定の農産物、食品、医薬品及び医療機器（新型コ

ロナウイルスのパンデミックとの闘いに必要な一定の物品

を含みます）の人道目的取引を制裁対象外とするという方

針によって、その影響は限定されています。 

加えて、OFACは、2020年 11月 22日までの 45日間を

移行期間と定め、イランの金融分野との取引を行う非米国

人が、制裁リスクを負うことなくこの取引を終了できるように

しました。  

最後に、限定的な分野で人道目的その他承認された取引

をイランと継続する米国人については、OFACは、これま

で米国人に認められていた取引・活動は、新制裁体制の

下でも継続が認められることを明確にする新たな一般ライ

センスである「一般ライセンス L（General License L）」を発

表しました。イランの金融分野に対する制裁強化の影響

は、米国外でビジネスを行う非米国企業にとっては相当大

きなものとなるかもしれませんが、米国人にとっては、一般

ライセンス Lにより最小限に抑えられるでしょう。 

https://www.mofo.com/resources/insights/201015-us-maximum-pressure.html
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201008
https://home.treasury.gov/system/files/126/iran_gll.pdf


 

 

12 

Client Alert 

D. Russian Pipeline Projects D. ロシアのパイプライン建設プロジェクト 

2020 saw the continuation of the Trump Administration’s 

attempts to prevent the completion of Russian pipeline 

projects, specifically the Nord Stream 2 and TurkStream 

pipelines.  These pipelines, which originate in Russia, 

are intended to bypass an existing pipeline through 

Ukraine to reach the rest of Europe.  Previous sanctions 

on the pipelines, including those imposed under the 

2020 NDAA, delayed the projects considerably, but its 

construction chugged along.  In what could be a last 

attempt at halting the projects, the U.S. government 

took several steps in 2020 to try to stop them once and 

for all.  

 In July 2020, the U.S. Department of State issued 

updated guidance regarding the applicability of 

secondary sanctions under Section 232 of the 

Countering America’s Adversaries through 

Sanctions Act (“CAATSA”) to foreign persons 

involved in the Nord Stream 2 or TurkStream 

projects.  Section 232 of CAATSA targets parties 

that (i) make investments that directly and 

significantly contribute to the enhancement of the 

ability of Russia to construct energy export 

pipelines; or (ii) sell, lease, or provide goods, 

services, technology, information, or support to the 

Russian Federation for the construction of 

Russian energy export pipelines.  Previous State 

Department guidance had indicated that sanctions 

under Section 232 of CAATSA would be on 

projects initiated after August 2, 2017, thereby 

excluding Nord Stream 2 and TurkStream.  With 

its July guidance, however, the State Department 

removed the August 2, 2017 limitation, ushering in 

additional sanctions.  

 A few months later, in October 2020, the U.S. 

State Department again moved to increase the 

pressure on the two pipeline projects.  It issued 

guidance to expand existing sanctions imposed by 

the Protecting Europe’s Energy Security Act 

(“PEESA”) (which originally targeted the 

underwater vessels used for construction of 

Russian energy export pipelines such as the Nord 

Stream 2 and TurkStream pipeline projects) to 

also sanction companies providing services, 

facilities, or funding for “upgrades or installation of 

equipment” for vessels working on the projects. 

トランプ政権は、2020年も引き続き、ロシアのパイプライ

ン、特に Nord Stream 2及び TurkStream と呼ばれる各

パイプラインの建設プロジェクトの完了を阻止しようとしまし

た。これらロシアを起点とするパイプラインは、既存のウク

ライナを通るパイプラインを迂回して他のヨーロッパ諸国に

到達することを目的としています。従前の制裁措置（「2020

会計年度国防授権法（FY 2020 National Defense 

Authorization Act: 以下「2020年 NDAA」）に基づく制裁

措置を含みます）により、このパイプライン建設プロジェクト

は大幅に遅れたものの、建設自体は中止することなく進め

られてきました。米国政府は、今回がプロジェクト中止の最

後の試みとなる可能性がある中で、これを完全に中止させ

るべく、下記のいくつかの措置を講じました。 

 2020年 7月、米国国務省は、Nord Stream 2や

TurkStreamの各プロジェクトへの「敵対者に対する

制裁措置法（Countering America’s Adversaries 

through Sanctions Act: 以下「CAATSA」）」第 232

条の適用可能性に関する最新ガイダンスを発表しま

した。CAATSA第 232条は、(i)ロシアのエネルギー

輸出パイプラインの建設能力の強化に直接かつ著し

く役立つ出資をする者、又は(ii)ロシアのエネルギー

輸出パイプラインの建設のために物品、サービス、

技術、情報又は支援に係る販売、リース又は提供を

ロシア連邦に対して行う者を対象としています。従前

の国務省のガイダンスでは、CAATSA第 232条に

基づく制裁は、2017年 8月 2日以降に開始された

プロジェクトが対象となることが示されており、これに

よれば、Nord Stream 2も TurkStream も制裁の対

象とはなりませんでした。しかしながら、7月の国務

省のガイダンスでは、2017年 8月 2日という期間を

限定する文言が削除されたため、新たな制裁措置が

実施されることになります。 

 この数か月後の 2020年 10月、米国国務省は 2つ

のパイプライン建設プロジェクトに対する圧力を再び

強化しました。同省は、プロジェクトに関与する船舶

に係る「設備のアップグレード又は設置」のためにサ

ービス、施設又は資金を提供する企業にも制裁を課

すべく、「欧州エネルギー安全保障法（Protecting 

Europe’s Energy Security Act: 以下「PEESA」）」

（当初は、Nord Stream 2や TurkStreamの各パイ

プライン建設プロジェクト等のロシアのエネルギー輸

出パイプライン建設に使用される海底パイプライン

敷設用船舶が対象でした）により課される現行の制

裁を拡大するガイダンスを発行したのです。 
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 Section 1242 of the 2020 NDAA further expands 

sanctions on the two projects to include penalties 

on parties involved in a wider range of pipe-laying 

activities than previously authorized.  Section 

1242 defines “pipe-laying activities” as “activities 

that facilitate pipe-laying, including site 

preparation, trenching, surveying, placing rocks, 

backfilling, stringing, bending, welding, coating, 

and lowering of pipe.”  Additionally, Section 1242 

targets foreign persons that support the expanded 

definition of pipe-laying activities by providing 

underwriting services, insurance, or reinsurance 

for vessels engaged in pipe-laying activities for the 

two pipelines; services or facilities for technology 

upgrades or installation of welding equipment for, 

or retrofitting or tethering of, those vessels for the 

two pipelines; or services for the testing, 

inspection, or certification necessary for, or 

associated with the operation of, the Nord Stream 

2 pipeline.  

2020年 NDAA第 1242条では、2つのプロジェクトに対す

る制裁が拡大され、これまでよりも広義のパイプライン敷設

活動に関与した者に罰金を科すことが認められました。同

第 1242条において、「パイプライン敷設活動」は「現場準

備、溝の掘削、測量、岩盤の打設、埋戻し、架線作業、曲

げ、溶接、塗装、パイプの下降を含む、パイプライン敷設を

支援する活動」と定義されています。更にこの第 1242条

では、2つのパイプラインの敷設活動に携わる船舶に係る

引受サービス又は保険・再保険の提供、2つのパイプライ

ンに関与する当該船舶の技術的アップグレード、溶接設備

の設置、改造・連結のためのサービス又は設備の提供、

Nord Stream 2パイプラインに必要な又はその運転に関

連する試験、検査又は認証に関するサービスの提供を行

うことにより広義のパイプライン敷設活動を支援する外国

人も対象となります。 

E.  OFAC Advisories E. OFACの勧告 

i.  Art Advisory i. 美術品に関する勧告 

At the end of October, OFAC published an advisory 

aimed at the niche industry of “high-value artwork.”  As 

we explained at the time, the advisory highlighted the 

potential sanctions risks lurking in the world of fine art 

(with “particular caution” urged for dealings in artwork 

worth over $100,000).  After observing sanctions 

evasion in this space (representative examples of which 

were provided in the advisory), OFAC issued the 

advisory to put art dealers and other parties engaging in 

art-related transactions on notice that sanctioned parties 

often view high-value artwork transactions as avenues 

to access the U.S. market and financial system in 

contravention of OFAC regulations.  In issuing the 

advisory, OFAC warned art galleries, museums, private 

collectors, auction companies, agents, brokers, and 

other parties involved in the “high-value artwork” market 

that they face civil liability for direct or indirect 

transactions with sanctioned parties.  As it so often does 

to entities facing sanctions risk, OFAC urged relevant 

parties to adopt risk-based compliance programs to 

mitigate their exposure to sanctions-related violations 

and conduct risk-based due diligence on potential 

counterparties.  

2020年 10月、OFACは「高額美術品（high-value 

artwork）」という隙間産業を対象とする勧告を発表しまし

た。過去のアラートでも述べたとおり、OFACの勧告では、

美術品の世界に対する潜在的な制裁リスクが強調されて

いました（10万ドル超の価値を有する美術品の取引につ

いては「特に注意（particular caution）」するようにとの警告

が付されていました）。制裁回避のために高額美術品が利

用される事例（代表的な事案は勧告に記載されています）

が見られるため、OFACは、高額美術品の取引を、OFAC

規制に違反して米国市場や金融システムにアクセスする

手段であると制裁対象者が考えているケースが多くあるこ

とを、美術品ディーラーその他の美術品取引に携わる者に

通告するために警告を発したのです。勧告を発するにあた

り、OFACは、画廊、美術館、個人収集家、オークション会

社、エージェント、ブローカー等、「高額美術品」の取引市場

の参加者に対して、直接・間接を問わず、制裁対象者と取

引を行った場合は民事責任を問われる旨、警告しました。

OFACは、制裁リスクを有する企業等に対して通常行って

いるように、リスクに基づくコンプライアンス・プログラムを

採用して制裁違反を問われるリスクを軽減し、潜在的な取

引相手に関してリスクに基づくデューディリジェンスを実施

するよう、関連当事者に強く要請しました。 

同勧告において、OFACはまた、「情報資料

（informational materials）」に関する法令上の適用除外

https://home.treasury.gov/system/files/126/ofac_art_advisory_10302020.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/ofac_art_advisory_10302020.pdf
https://www.mofo.com/resources/insights/201109-ofac-issues-advisory.html
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In the same advisory, OFAC also clarified that it does 

not view statutory exemptions for “informational 

materials” (found in the International Emergency 

Economic Powers Act and the Trading with the Enemy 

Act (see 50 U.S.C. § 1702(b)(3); 50 U.S.C. § 

4305(b)(4))) as applying to high-value art transactions 

involving sanctioned parties when the artwork functions 

primarily as an investment asset or medium of 

exchange as opposed to its inherent artistic function. 

（国際緊急経済権限法（International Emergency 

Economic Powers Act）及び対敵取引法（Trading with 

the Enemy Act）（それぞれ、50 U.S.C. § 1702(b)(3)、50 

U.S.C. § 4305(b)(4)を参照）について、制裁対象者に関わ

る高額美術品の取引（かかる取引においては、美術品が、

本来の芸術的役割とは対照的に、主に投資資産又は交換

媒体としての役割を担います）に適用されるものとは考え

ていないことを明確にしています。 

ii.  Ransomware Advisory ii. ランサムウェアに関する勧告 

Also in October, OFAC issued an advisory detailing 

potential sanctions risks associated with ransomware 

payments related to malicious cyber-enabled activities.  

As we analyzed previously, and much to the frustration 

of ransomware attack victims, the advisory cautions 

victims of ransomware attacks and ransomware-related 

services providers to consider the risk of civil sanctions 

liability when deciding on a course of action.  The 

message from OFAC is clear—pay at your own risk.  

Yet, this stance leaves victims of ransomware attacks in 

a Catch-22:  if you do not pay the ransom, you could go 

out of business, but if you do make the payment to a 

sanctioned party or a party related to a sanctioned 

party, you expose yourself to OFAC liability.  

The advisory also highlights the critical need to have a 

robust sanctions compliance program in place. It 

describes factors OFAC will consider when determining 

an appropriate enforcement response to an apparent 

sanctions violation via a ransomware payment, including 

the existence, nature, and adequacy of a sanctions 

compliance program.  The advisory also encourages 

financial institutions and other companies that engage 

with victims of ransomware attacks to report such 

attacks to and fully cooperate with law enforcement. 

As detailed in the advisory, OFAC will now review 

license applications involving ransomware payments 

demanded as a result of malicious cyber-enabled 

activities on a case-by-case basis with a presumption of 

denial. 

OFACは、同じく 10月に、悪意あるサイバー行為に関連

する身代金の支払いに係る潜在的な制裁リスクに関する

勧告を発しました。以前アラートで分析したように、勧告

は、ランサムウェア攻撃の被害者及びランサムウェア関連

サービスプロバイダーに対し、行動方針を決定する際に

（被害者にとっては大いに不満なことに）民事責任を問わ

れるリスクについて検討する旨、警告しています。OFAC

のメッセージは明確で、身代金の支払いは自らの責任にお

いて行うようにというものです。しかしながら、OFACがこ

のような姿勢であるがゆえに、ランサムウェア攻撃の被害

者は、身代金を支払わなければ廃業に追い込まれかねな

い、身代金を支払う相手が制裁対象者又は制裁対象者の

関係者であれば OFACに責任を問かねないというジレン

マに陥ることになります。 

また、勧告では、堅固な制裁コンプライアンス・プログラム

を実施することが非常に重要であると強く主張されていま

す。すなわち、ランサムウェアに関して支払いを行って制裁

に違反した疑いがある場合に、どのような法執行措置を講

じるのが適切かを OFACが判断する際に、OFACが勘案

する、制裁コンプライアンス・プログラムの存在、性質及び

十分性等の要件について、勧告で詳細な説明がなされて

います。 

さらに、勧告は、ランサムウェア攻撃の被害者と関わりを有

する金融機関その他の企業に対し、法執行機関に当該攻

撃について通知し、全面的に協力することを奨励していま

す。 

勧告に記載されているように、OFACは、今後、悪意ある

サイバー行為により要求される身代金の支払いに関し、

「原則不許可（presumption of denial）」の個別的な許可申

請について検討します。 

iii.  Maritime Advisory  iii. 海運業界に関する勧告 

In an effort to demonstrate its focus on the maritime 

industry, on May 14, 2020, the U.S. Department of 

State, OFAC, and the U.S. Coast Guard issued an 

米国政府が海運業界に注目していることを示す取組みの

一環として、米国国務省、OFAC及び米国沿岸警備隊は、

2020年 5月 14日、海運業界関係者に対し、違法な海上

https://home.treasury.gov/system/files/126/ofac_ransomware_advisory_10012020_1.pdf
https://www.mofo.com/resources/insights/201007-ofac-issues-advisory.html
https://home.treasury.gov/system/files/126/05142020_global_advisory_v1.pdf


 

 

15 

Client Alert 

advisory providing parties engaged in the maritime 

industry with information and recommendations to 

counter illicit shipping practices and sanctions evasion 

techniques.  Specifically, the advisory provided 

guidance and best practices to varied actors within the 

maritime industry:  maritime insurance companies; flag 

registries; port state control authorities; shipping 

industry associations; regional and global commodity 

trading, supplier, and brokering companies; financial 

institutions; ship owners, operators, and charterers; 

classification societies; vessel captains; and crewing 

companies.  

The advisory was much anticipated, as OFAC circulated 

draft versions to representative industry players in the 

months leading up to its publication.  After much 

concern over the potential scope of the advisory and the 

compliance recommendations proposed therein, the 

USG appears to have incorporated some industry 

feedback before issuing the final version of the advisory, 

which appears more balanced than the circulated drafts.  

With that being said, certain provisions in the advisory 

are potentially quite burdensome, such as its Know Your 

Customer (“KYC”) requirements and beneficial 

ownership diligence obligations.  MoFo’s National 

Security team spoke with major players within the 

maritime industry, who suggested that they expect the 

industry to employ a “wait and see” approach to assess 

the advisory’s ultimate impact.  

輸送慣行及び制裁回避技術に対抗するための情報及び

助言を提供する勧告を発しました。 

すなわち、勧告では、海上保険会社、船籍登録会社、船舶

監督機関、海運業協会、地域及び世界的な商品の取引・

供給・仲買会社、金融機関、船舶の所有者・運用者・用船

者、船級協会、船舶の船長及び船員配乗管理会社といっ

た、業界内におけるさまざまなプレイヤーに対するガイダン

ス及びベストプラクティスが示されました。 

この勧告の内容は十分に予想されたものでした。というの

も、公表までの数カ月間に、OFACがそのドラフトを業界の

代表的な事業者に配布していたからです。 

勧告の対象とされる範囲や勧告案のコンプライアンスに関

する提言については当初非常に懸念されましたが、米国

政府は、勧告の最終版の発表に先立って業界からのフィ

ードバックを組み込んだ模様で、最終版はドラフトに比べて

バランスの取れた内容となったようです。とはいえ、「顧客

確認（Know Your Customer: 以下「KYC」）」義務や実質

所有者のデューディリジェンス義務等、勧告の定めの一部

は、極めて重い負担を強いるものです。当事務所の国家安

全保障チームが海運業界の主要なプレイヤーに話を聞い

たところ、業界として「成り行きを見守る」方法で勧告の最

終的な影響を評価するつもりとのことでした。 

F. Sanctions Against the International Criminal 

Court  

F. 国際刑事裁判所に対する制裁 

In a provocative and unusual move, President Trump 

issued an Executive Order on June 11 threatening 

sanctions against individuals working for the 

International Criminal Court (“ICC”).  The sanctions 

include asset freezes and travel bans, with the travel 

restrictions also applying to “immediate family members” 

of designated persons.  So far, the Trump administration 

has designated two individuals for sanctions under this 

authority:  ICC prosecutor Fatou Bensouda, and 

Phakiso Mochokhoko, head of the ICC’s Jurisdiction, 

Complementarity, and Cooperation Division.  

The ICC is an international tribunal established in The 

Hague, Netherlands in 2002 to investigate and 

prosecute individuals charged with genocide, war 

crimes, and crimes against humanity.  Under President 

2020年 6月 11日、トランプ大統領は、国際刑事裁判所

（International Criminal Court: 以下「ICC」）の職員に対し

て制裁を課す大統領令を発令するという、挑発的かつ異例

ともいえる手段に出ました。ICCは、2002年、オランダの

ハーグに設置された国際法廷であり、集団虐殺、戦争犯罪

及び人道犯罪に問われた個人の捜査・訴追を行います。

今回の制裁措置には、資産凍結及び渡航禁止が含まれ、

指定対象者の「近親者」の渡航も制限されるものです。トラ

ンプ大統領は、この大統領令に基づき、これまでに ICCの

Fatou Bensouda検察官と、同じく ICCの管轄、補完性及

び協力統括部（Jurisdiction, Complementarity, and 

Cooperation Division）の Phakiso Mochokhoko氏の 2

名を制裁対象に指定しています。 

以前のアラートでも概説したとおり、大統領令に基づく「ブ

ロッキング（blocking）」制裁、すなわち資産凍結や取引禁

https://www.mofo.com/resources/insights/200521-us-government-issues-new-guidance.html
https://www.mofo.com/resources/insights/200521-us-government-issues-new-guidance.html
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
https://www.mofo.com/resources/insights/200615-trump-threatens-sanctions.html
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Clinton, the United States signed the Rome Statute, the 

treaty establishing the ICC, but it was subsequently 

never sent to Congress for ratification.  Thus, the United 

States is not a party to the Rome Statute, meaning it is 

not a party to the ICC.  In addition to the United States, 

Russia, China, India, Saudi Arabia, Turkey, and the 

Philippines are also not parties to the Rome Statute and 

the ICC—not exactly a list of gold standard human 

rights proponents.  

As we outlined in a previous alert, under the E.O., 

“blocking” sanctions—asset freezes and prohibitions on 

any further dealings—are authorized against any foreign 

person determined by the Secretary of State, in 

consultation with the Secretary of the Treasury and the 

Attorney General, to: 

 have directly engaged in any effort by the ICC to 

investigate, arrest, detain, or prosecute any U.S. 

personnel without the consent of the United 

States; 

 have directly engaged in any effort by the ICC to 

investigate, arrest, detain, or prosecute any 

personnel of a country that is an ally of the United 

States without the consent of that country’s 

government; 

 have materially assisted, sponsored, or provided 

financial, material, or technological support for, or 

goods or services to or in support of, such 

activities; or 

 be owned or controlled by, or to have acted or 

purported to act for or on behalf of, directly or 

indirectly, any person sanctioned under the ICC 

E.O.. 

The E.O. also authorizes travel restrictions.  Specifically, 

any person sanctioned under the criteria above and 

their immediate family members are banned from 

entering the United States. 

2020 was an extraordinary year in many respects, 

including in the world of sanctions.  We expect 2021 to 

be a similarly compelling year as the Biden 

Administration hits the ground running.  MoFo’s National 

Security Practice looks forward to keeping you up-to-

date on all the important developments you need to 

know throughout the upcoming year.  

止の制裁は、国務長官が、財務長官及び司法長官と協議

の上、以下の行為を行った、又は行っていると判断した外

国人に対して課すことが認められます。 

 米国の現在若しくはかつての政府高官・職員又は現

役・退役軍人（U.S. personnel）を、米国政府の同意

を得ずに捜査、逮捕、拘束又は訴追する ICCの取

組みに直接関与すること 

 米国同盟国（NATO加盟国又は主要 NATO非加盟

国（American Service-Members’ Protection Act, 

Section 2013(7) (22 U.S.C. 7432(7))に定義する）

の現在又はかつての政府高官・職員又は現役・退役

軍人（personnel of a country that is an ally of the 

United States））を、当該同盟国政府の同意を得ず

に捜査、逮捕、拘束又は訴追する ICCの取組みに

直接関与すること 

 かかる活動に対する援助若しくは出資、又はかかる

活動のための財政的、物質的若しくは技術的な支援

の提供、若しくはかかる活動に対する若しくはこれを

支援する物品若しくはサービスの提供を実質的に実

行すること 

 直接・間接を問わず、ICCに関する大統領令に基づ

き制裁対象となった者により所有若しくは支配される

こと、又は当該制裁対象者のため若しくはこれに代

わって行為し、若しくは行為すること 

また、同大統領令は、渡航を制限することも認めていま

す。具体的には、上記の基準による制裁対象者及びその

近親者が米国への入国を禁止されています。 

米国は、クリントン大統領の下で、ICCを設立するための

条約であるローマ規程に署名しましたが、その後この規程

が批准のために連邦議会に送付されることはありませんで

した。したがって、米国はローマ規程の締約国ではなく、す

なわち ICC加盟国ではありません。ちなみにローマ規程未

締約国・ICC未加盟国には、米国のほかに、ロシア、中

国、インド、サウジアラビア、トルコ及びフィリピンが挙げら

れますが、人権擁護を支持国のリストとは言い難いものと

なっています。 

2020年は、制裁の世界を含め、多くの点で異例の年でし

た。2021年も、バイデン政権が速いペースで始動してお

り、前年同様、目が離せない年となるでしょう。当事務所の

国家安全保障チームでは、把握しておくべきあらゆる重要

な展開について今後 1年間最新情報をお届けしたいと考

えています。 
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Liv Chap, a Law Clerk in Morrison & Foerster LLP’s D.C. 

office, Reema Shocair Ali, a National Security Analyst, 

and Raymond Rif, a Legislative and Policy Specialist, 

contributed to this alert. 

執筆協力：Liv Chap（Morrison & Foerster LLPワシント

ン・オフィス、ロー・クラーク）、Reema Shocair Ali（国家安

全保障アナリスト）、及び Raymond Rif（立法・政策スペシ

ャリスト） 
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About Morrison & Foerster: 

We are Morrison & Foerster—a global firm of 

exceptional credentials. Our clients include some of the 

largest financial institutions, investment banks, Fortune 

100, technology and life science companies. We’ve 

been included on The American Lawyer’s A-List for 13 

straight years, and Fortune named us one of the “100 

Best Companies to Work For.” Our lawyers are 

committed to achieving innovative and business-minded 

results for our clients, while preserving the differences 

that make us stronger. This is MoFo. Visit us at 

www.mofo.com. 

モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企

業等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List 

に過去 13 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が

「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げてい

ます。モリソン･フォースターの弁護士はクライアントのため

に最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な

事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮して

います。詳しくは、当事務所のウェブサイト

（www.mofo.com）をご覧ください。 

  

Because of the generality of this update, the information 

provided herein may not be applicable in all situations 

and should not be acted upon without specific legal 

advice based on particular situations. Prior results do 

not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具

体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過

去の結果が今後も同様に当てはまることが保証されている

ものではありません。 
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