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Department Of Justice Official Provides 
Fresh Guidance on What Constitutes an 
Effective Corporate Compliance Program 

米司法省官僚、実効性のあるコーポレート・コンプ

ライアンス・プログラムの構成に関し、新たな指針

を示す 

By Adam Hoffinger and Eugene Illovsky 執筆者：アダム・ホフィンガー／ユージーン・イロフスキー 

When can a corporation’s compliance program help 
stave off indictment? Or at least secure it more lenient 
treatment from the Department of Justice when 
resolving a case?  DOJ has given fresh guidance on this 
issue for our clients, signaling what we see as a new 
emphasis in evaluating corporate compliance.  That 
guidance came in October 7, 2014 remarks by Marshall 
L. Miller, the Criminal Division’s Principal Deputy 
Assistant Attorney General (PDAAG)[1] 

会社のコンプライアンス・プログラムによって訴追の危機を

逃れられるのはいつの時点か。或いは、少なくとも、事件の

解決にあたり、司法省（DOJ）から軽減措置を確実に得られ

るのはいつの時点か。DOJ は、クライアント企業が抱えるこ

の問題について、新たな指針を示し、会社のコンプライアン

スを評価するにあたり、新たに重点事項となるものを示唆し

ている。この指針は、2014 年 10 月 7 日の刑事局首席副次

官補（PDAAG）、マーシャル・L・ミラー（Marshall L. Miller）
氏の発言によるものである。

[1] 

DOJ bases its corporate charging and resolution 
decisions on the Principles of Federal Prosecution in the 
U.S. Attorneys’ Manual, and specifically on the nine so-
called Filip factors the Manual lists.  Filip factor 5 
advises companies that DOJ considers “the existence 
and effectiveness of the corporation’s pre-existing 
compliance program” in evaluating whether to indict a 
company or give it a break in a resolution.  And the 
Manual has long warned that “prosecutors may consider 
whether the corporation has established corporate 
governance mechanisms that can effectively detect and 
prevent misconduct.”  USAM 9-28.800.  But there was 
little formal indication of what things DOJ deems most 
critical in assessing corporate compliance programs 
when making charging decisions.  Until now. 

DOJ は、法人の有罪や事件解決に関する決定について、ア

メリカ合衆国連邦検察官マニュアルの Principles of 
Federal Prosecution（刑事訴追に関する原則）、特に、マニ

ュアルリストの 9 項目のいわゆる Filip ファクターを基準とし

ている。Filip ファクター5 は、DOJ がある会社を起訴する

か、又は猶予するかの判断にあたって、「当該会社の既存

のコンプライアンス・プログラムの存在及び実効性」を検討す

ると規定している。また、同マニュアルは長らく、「検察官は、

当該法人が有効に不正行為を発見し、防止することのでき

るコーポレート・ガバナンスの仕組みを確立しているか否か

を考慮要素とする可能性」（USAM 9-28.800）を警告してき

た。しかし、現在に至るまで DOJ が起訴決定を行う際にコー

ポレート・コンプライアンス・プログラムを評価するときに何を

最も重要とみなすかについて正式に示すことは殆どなかっ

た。 

The most effective corporate compliance programs, 
according to the PDAAG, are those that have 
procedures designed to (1) “uncover wrongdoing” and 
(2) “expose individuals responsible for criminal 
behavior.”  The PDAAG makes no bones about it:  a 
company’s “ability to use compliance to uncover 
misconduct and, just as importantly, identify wrongdoers 

PDAAG によると、最も実効性のあるコーポレート・コンプラ

イアンス・プログラムとは、(1)「不正行為を明らかにし」、(2)
「犯罪行為に関する個人の責任を明らかにする」ことを目的

とする手続を擁する制度とのことである。PDAAG は、ある

会社の「コンプライアンスにより不正行為を明らかにし、さら

にまた不正行為を行った者を特定する能力」は、［DOJ の］

コンプライアンス・プログラムの評価の中核をなすことを認め
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is central to [DOJ’s] evaluation of a compliance 
program.” Viewing a program’s effectiveness through 
the lens of how well its procedures find and cough up 
culpable individuals may not surprise those watching the 
changes in DOJ’s approach under the new Criminal 
Division head, Assistant Attorney General Leslie 
Caldwell.  And the PDAAG’s comments are consistent 
with his recent comments that full credit under Filip 
factor 4 (“the corporation’s willingness to cooperate in 
the investigation of its agents”) will be forthcoming only 
to companies that make their own “extensive efforts to 
secure evidence of individual culpability the first thing” 
they discuss when meeting with DOJ and also “the last 
thing.”[2]   Companies “will pay a price when they ask for 
cooperation credit” under Filip factor 4 if they conduct 
investigations “that serve to spread corporate talking 
points rather than secure facts relating to individual 
culpability.”[3] 

ている。その手続がどの程度有責者を発見し、摘発する実

効性を有するかという視点に立ってプログラムの実効性を精

査する手法は、新刑事局長、次官補レスリー・コールドウェ

ル（Leslie Caldwell）氏の下での DOJ のアプローチの変化

を注視する者を驚かせはしないであろう。また、PDAAG の

コメントは、Filip ファクター4（「法人の代理人に対する調査

への協力」）に基づく最大の減免措置は、DOJ との面談の

最初、また、最後にも検討される「有責である個人に関する

証拠を確保するために多大な努力」をする企業に対しての

み与えられる、との同氏の直近のコメントと一致している
[2]
。

法人は、「個人の有責性に関する事実の確保ではなく、むし

ろ法人の有責性に関する様々な問題を拡散するために調査

を行う場合、Filip ファクター4 の下で「調査への協力による

減免措置を求めるとき代償を支払うことになる」
[3]
。 

So for all practical purposes, Filip factors 4 and 5 are 
two sides of the same coin, at least under DOJ’s 
recently stated views about what is primary or central to 
its analysis.  A company will get full cooperation credit 
only if it turns over the culpable individuals and its 
compliance program will be considered effective only if it 
has mechanisms that allow for the identification of those 
culpable individuals.  In contrast, the PDAAG noted the 
example of two banks that “actively hampered the 
Department’s efforts to prosecute the responsible 
individual executives and employees” and, as a result, 
paid the “historic price” of “parent-level guilty pleas and 
multi-billion dollar penalties.”[4] 

実務上、何が DOJ の調査、分析の主要又は中心的な要素

となるか DOJ が近時公表した見解においては、少なくとも

Filip ファクター4 及び 5 は表裏一体となる。会社は、有責者

を明らかにした場合にのみ最大の減免措置を得ることがで

き、そのコンプライアンス・プログラムは、有責者らの特定を

可能にする仕組みが備わっている場合にのみ実効性がある

ものとみなされる。その一方で、PDAAG は、「有責の役員

及び従業員を訴追する DOJ の取組みを積極的に阻み」、そ

の結果「親会社の有罪と数十億ドルの罰金」という「歴史的

な代償」を支払うことになった銀行 2 行の事例も指摘してい

る
[4]
。 

The PDAAG summed up DOJ’s outlook concisely: a 
“compliance program’s ability to uncover wrongdoing 
and the responsible individuals, coupled with a 
corporation’s decision to disclose that information to the 
government, is significant in our evaluation of the 
compliance program and the company’s overall posture 
with the government.”[5] 

PDAAG は DOJ の見解を「法人による当局への情報開示

決定とともに、不正行為と有責者を明らかにするコンプライ

アンス・プログラムの能力は、我々のコンプライアンス･プロ

グラム及び当該法人の政府に対する全体的な姿勢の評価

において重要である」
[5]
と簡潔にまとめている。 

Mr. Miller also usefully highlighted some of the key 
hallmarks of an effective compliance program and 
described what DOJ considers “a few primary strengths 
and weaknesses” it has observed in such programs.[6]  
Some key hallmarks he emphasized are: 

実務的に有益な点として、ミラー氏はまた、実効性のあるコ

ンプライアンス・プログラムの重要な特徴をいくつか強調し、

DOJ がかかる実効性のあるコンプライアンス・プログラムに

おいて確認し、「若干の主たる長所・短所」と考えるものにつ

いて言及した
[6]
。強調された重要な特徴とは、次のとおりで

ある。 

• High-level commitment.  In addition to “widespread • ハイレベルなコミットメント  「幅広い予防・研修制度」
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prophylactic and training mechanisms,” effective 
compliance programs “need to have appropriate 
stature within corporations.”  That means sufficient 
resources as well as “teeth and respect.” The 
program must be “more than a pile of papers or an 
entry on a website.”  One sign DOJ looks for is 
whether “compliance executives sitting in true 
positions of authority at a corporation” are “reporting 
directly to independent monitoring bodies like 
internal audit committees or boards.” 

のほか、実効性のあるコンプライアンス・プログラムは、

「法人内で適切な態勢を構築していることを必要とす

る」。これは、コンプライアンス・プログラムが「効力を有

し、尊重される」だけでなく、十分なリソースが必要であ

ることを意味する。プログラムは、「書類の束又はウェブ

サイトへの入力以上のもの」でなければならない。DOJ
が着目する特徴は、「会社で本当に権限を有する地位

にあるコンプライアンス担当役員ら」が「社内監査委員

会等の独立の監視組織に直接報告をしているか」否か

である。

• Scaling up.  A major weakness DOJ has noted is
“the failure to expand compliance programs to meet
the needs of growing corporations—particularly
global corporations.”  An effective program not only
“grows with the company” after iterative risk
reassessment, but also manages to “bridge the
geographic divides and cultural gaps exposed by
global corporate expansion.”  It will do a global
company no good to create a “culture of
compliance” if it fails to ensure it “extend[s] beyond
U.S. borders.”

• 拡張  DOJ が指摘した主な弱点とは、「成長企業（特

にグローバル企業）のニーズに応じてコンプライアンス・

プログラムを広く実行していないこと」である。実効性の

あるプログラムは、逐次のリスク再評価の後「企業ととも

に展開する」だけでなく、「グローバルな企業拡大によっ

て直面する地理的格差や異文化間の架け橋」となるべ

きである。企業がプログラムを確実に「米国外に拡大し

て実行する」ことができないなら、「コンプライアンスの文

化」を作り出してもグローバル企業にとっては何の役に

も立たない。

• Fair discipline and enforcement.  Compliance must
be incentivized and violations disciplined.  But the
company’s disciplinary “response must be even-
handed.” That means it will not satisfy DOJ if a
company fires “low-level employees who
implemented bad conduct” but leaves “without
sanction” the “bosses[] who did nothing to stop the
conduct—and may even have directed it.”

• 公正な懲罰とエンフォースメント  コンプライアンスは奨

励され、その違反は処分されなければならない。ただ

し、企業の懲戒「処分は公正でなくてはならない」。これ

は、会社が「不正行為を行った下級職員」を解雇する一

方、「当該行為を止めるために何も策を講じなった（当該

行為を指示した可能性さえある）上司」に対して何の制

裁もないままにする場合、DOJ を納得させることはでき

ないという意味である。

CONCLUSION 総括

Mr. Miller’s comments are a timely reminder of the 
importance of having an effective compliance program 
that is up- to-date and fully implemented, as well as the 
dire consequences of failing to maintain such a program. 

ミラー氏のコメントは、最新かつ完全に実行されている実効

性のあるコンプライアンス・プログラムを有することの重要性

とかかるプログラムを維持できなかったときの深刻な結果を

想起させるのに時宜に適ったものである。

His remarks provide a transparent and unequivocal 
warning to companies that they disregard the DOJ 
guidance on compliance programs at their peril. 

同氏の発言は、企業に対し、DOJ のコンプライアンス・プロ

グラムに関する指針を軽視していることが危険であることを

率直かつ明快に警告するものである。
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FOOTNOTES 脚注 
[1]   Remarks by Principal Deputy Assistant Attorney 
General for the Criminal Division Marshall L. Miller at the 
Advanced Compliance and Ethics Workshop in New 
York sponsored by the Practising Law Institute on 
October 7, 2014 (“October 7 speech”). 

[1]   2014 年 10 月 7 日、Practising Law Institute 主催でニ

ューヨークにて行われた Advanced Compliance and 
Ethics Workshop における刑事局首席副次官補マーシャ

ル・L・ミラー（Marshall L. Miller）氏の発言（「10 月 7 日スピ

ーチ」） 
[2]   Remarks by Principal Deputy Assistant Attorney 
General for the Criminal Division Marshall L. Miller at the 
Global Investigation Review Program in New York on 
September 17, 2014 (“September 17 speech”). 

[2]   2014 年 9 月 17 日、ニューヨークにて行われた Global 
Investigation Review Program における刑事局首席副次

官補マーシャル・L・ミラー氏の発言（「9 月 17 日スピーチ」） 

[3]   September 17 speech. [3]   9 月 17 日スピーチ 
[4]   October 7 speech. [4]   10 月 7 日スピーチ 
[5]   October 7 speech. [5]   10月 7 日スピーチ 
[6]   In the October 7 speech, the PDAAG referred to the 
section entitled “Hallmarks of Effective Compliance 
Programs” in the Foreign Corrupt Practices Act 
Resource Guide published by the DOJ and SEC in 2012 
and noted that its principles “apply universally.” 

[6]   10 月 7 日スピーチにおいて、PDAAG は、2012 年に

DOJ と SEC が公表した海外腐敗行為防止法に関する手引

書（A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act）」の「実効性のあるコンプライアンス・プログラ

ムの特徴」と題するセクションについて言及し、その原則は

「普遍的に適用される」ことを指摘した。 
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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 11 
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. 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 11 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。 
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