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Cartel Prosecutions – The Next Wave and the New 
Message from the U.S. Antitrust Division 

カルテル容疑による訴追 – 米司法省反トラスト局の最新動

向とメッセージ 

By Roxann Henry and Brad Lui 執筆者：ロクサン・ヘンリー、ブラッド・リュイ 

It is widely rumored that the U.S. Antitrust Division of the 
Department of Justice (“Antitrust Division”) is already 
working toward its next wave of international cartel 
investigations. The blockbuster auto parts investigation 
has netted massive fines, jail time, and fugitives, and 
spawned ripple investigations globally, from China to 
South Africa.[1] As prosecutions continue and those 
caught in the net continue to struggle, critical lessons 
emerge, and not just for the defense. Significantly, the 
Antitrust Division has been speaking out on compliance, 
cooperation, and serial offenders. 

国際的なカルテル調査の次の波に向けて米司法省反トラス

ト局（反トラスト局）が既に動き出していると広く話題になって

いる。自動車関連部品業界の大規模捜査により、多額の罰

金刑と実刑が言い渡された他、逃亡犯罪人の身柄引渡しが

行われ、その捜査は中国から南アフリカに至るまで世界中

に波及した
[1]
。引き続き訴追が継続され、捜査網に引っ掛か

った者達が対応に奮闘し続けるなかで、防御面のみならず

様々な問題に関し重要な教訓が明らかになっている。特に、

反トラスト局が、コンプライアンス、捜査協力及び常習違反

者に関し明確な見解を述べていることは重要である。 

Those in the trenches see signs that the tidal wave of 
Antitrust Division auto parts investigations are starting to 
recede. And the Antitrust Division has promised that we 
should expect to see enforcement activity in a new area 
soon.[2] Yet, what could be bigger than auto parts? So 
far in the U.S. alone:  

反トラスト局の自動車関連部品業界を対象とした捜査の大

きな波は収まりつつあるようである。そして、まもなく新たな

分野で法の執行を開始するとしている
[2]
。 ところで自動車関

連部品業界の捜査規模を上回る次の捜査の対象となるの

はどの業界であろうか。以下が、これまでの米国における数

字である。 

•  31 corporate guilty pleas  • 法人による有罪答弁 31 件 

• $2.4 billion in fines • 罰金 24 億ドル 

• 20 individuals sentenced to one to two years in 
jail 

• 1 年から 2 年の実刑を言い渡された者 20 名 

• 26 additional individuals charged, most 
remaining fugitives outside the U.S. 

• その他 26 名が訴追され、そのほとんどは逃亡犯罪

人として米国外に留まっている 

• civil class-action settlements in the millions. • 数百万ドルにのぼるクラスアクションの和解 

As the Antitrust Division moves forward, it is 
implementing new policies and practices. The newest 
message from the Antitrust Division is a refinement of its 
“carrot and stick” approach to promote greater 
deterrence and self-reporting, with an emphasis on new 
“sticks.” 

反トラスト局は、新たな方針やプラクティスを実施しながら前

進している。今後は抑止力を高め、自己申告を促すよう、

｢鞭｣に重点を置いた｢飴と鞭｣の政策に磨きをかけていくとい

うことである。 
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The Division wants: 反トラスト局が目指すところは以下のとおりである。 

• To induce effective corporate compliance 
programs. 

• 効果的な企業コンプライアンス・プログラムの実施

の促進。 

• The new “stick” is that the sentencing of 
any company without an adequate 
program will include, at a minimum, 
probation with a mandated compliance 
program and, in the most egregious 
circumstances, imposition of a monitor 
who would be paid by the company and 
report to the government. 

• 新たな｢鞭｣政策：十分なプログラムを実施

していない企業に対する指定のコンプライ

アンス・プログラム付プロベーション期間の

設定（少なくとも）、及び当該企業から支払

いを受け、政府に報告を行うモニタリング

担当者の設置等（特に悪質な場合）。 

• Potentially a new “carrot” is under 
consideration. 

• 新たな｢飴｣の政策も検討されている可能

性がある。 

• “Cooperation” to include full disclosure of any 
collusion problems unknown to the Division. 

• 反トラスト局が把握していない談合の全面開示まで

含めた｢捜査協力｣。 

• The new “stick” is an enhanced fine 
(Bridgestone paid an extra $100 million 
after it “cooperated” on marine hoses 
without disclosing collusion on auto 
parts). 

• 新たな｢鞭｣政策：罰金の強化（ブリヂストン

は、船舶用ホースに関し｢捜査協力｣を行な

ったが、自動車関連部品をめぐる談合につ

いて開示していなかったため、追加で 1 億

ドルを支払った）。 

• The “carrot” remains “amnesty plus.” • ｢飴｣政策は依然として｢アムネスティ・プラ

ス制度｣である。 

• Companies to pressure individuals not only to 
cooperate but also to plead guilty and go to jail. 

• 捜査協力のみならず従業員が有罪答弁をして刑務

所に行くような企業からの圧力の実現。 

• The new “stick” is that continuing to 
employ carve-outs (employees not 
protected from prosecution by the 
corporate plea agreement) or other 
corporate individuals who refuse to 
cooperate with the Division may subject 
the company to probation or a monitor 
as part of its sentence. 

• 新たな｢鞭｣政策：カーブアウト対象者（被疑

企業による有罪答弁合意書（plea 
agreement）によって保護されない従業員）

その他反トラスト局への協力を拒む企業の

従業員を引き続き雇用する企業に対する、

処罰の一環としてのプロベーション期間の

設定又はモニタリング担当者の設置義務

付け。 

• The “carrot” remains that the value of a 
company’s cooperation credit in 
computing the fine can be increased by 
information from cooperating 
individuals. 

• ｢飴｣政策としては引き続き、個人が捜査に

協力して情報を提供した場合、罰金額の算

定にあたり、企業の捜査協力による罰金が

減免される。 

The Antitrust Division has long espoused that 
prosecution of individuals is necessary for meaningful 
deterrence. The Division’s position has always been that 
individuals are the only true actors, and they need to 
understand and accept personal responsibility for their 
conduct. The new message from the Division focuses on 

反トラスト局は従来より、効果的な抑止には個人の訴追が

必要であるとしている。同局は、どのような場合も違反を実

際に行うのは個人であり、各個人が自らの行為に対する責

任を理解し、その行為責任を受け入れなければならないと

いう立場を維持している。反トラスト局の新たなメッセージ

は、各個人が、法令を遵守し、より積極的に不正行為を自己
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pushing companies to enable and induce individuals to 
comply and find new ways to increase self-reporting of 
misconduct.[3] 

申告することを可能にし、また、これを促すような方法を探る

よう企業に求めることに重点を置いたものとなっている
[3]
。 

Traditionally, the Division has taken the view that the 
avoidance of high fines should be adequate incentive to 
implement compliance training. Thus, the Division 
highlighted its push for high fines as tantamount to 
incentivizing compliance training. Similarly, the Antitrust 
Division pointed to its leniency program as a means to 
incentivize corporate spending on compliance, arguing 
that a company with an effective compliance program 
would be better able to learn of its problems and fix 
them through an amnesty application. The Division 
appears now to be recognizing that for companies to 
justify the type of extensive compliance training and 
auditing that is most effective may require more. In 
calculating a corporate fine, the Antitrust Division still 
does not give any credit for a compliance program, 
regardless of how meaningful, but perhaps some 
recognition of those corporate efforts will come. 

これまで反トラスト局は、高額の罰金を回避したいという意

思が、コンプライアンス研修実施の十分なインセンティブに

なるという見解を有している。このように、反トラスト局は、コ

ンプライアンス研修のインセンティブとしても高額の罰金を重

視していた。同様に、反トラスト局は効果的なコンプライアン

ス・プログラムを備えた企業は、アムネスティ・プラス制度を

適用して自社の問題点を把握し、是正することができるとし

て、リーニエンシー制度がコンプライアンスを企業に奨励す

る方法であると述べている。最近になって、企業がそのよう

な包括的で最も効果的なコンプライアンス研修及び監査を

整備するためには、企業にとって更なるインセンティブが必

要となる可能性があることを認識していると思われる。企業

に対する罰金の算定にあたり、反トラスト局は依然としてコン

プライアンス・プログラムを（それがどれほど有意義かにか

かわらず）考慮していないが、企業のコンプライアンス・プロ

グラムへの取組みが算定にあたって認められる日は近いか

もしれない。 

The Division will not negotiate a plea agreement with a 
recommended fine without a company’s commitment to 
cooperate with the Division’s investigation moving 
forward. Similarly, company employees seeking to be 
protected from prosecution by a corporate plea must 
cooperate or forfeit that protection. It has long been 
known that the Division wants companies to pressure 
individuals to cooperate and to plead, but the Division’s 
aggressive stance on continuing employment of carve-
outs may go too far. Some carved-out individuals may 
never be charged, and all are presumed innocent under 
the law until proven guilty. Continued employment of an 
individual carved out of the company plea agreement 
but never charged with any offense does not necessarily 
reflect on corporate acceptance of responsibility for past 
misconduct or suggest future cartel behavior will occur. 
While the Division claims to limit its condemnation of 
continuing employment to when the Division believes (1) 
the employment could have an undue influence on the 
cooperation of others, or (2) puts the carved-out 
individual in a position to affect sales and pricing, the 
Division’s policy has the effect of punishing individuals 
without trial and involving the Division in employment 
issues beyond its expertise or authority. 

なお、企業が反トラスト局の捜査に協力することを誓約しな

い限り、同局が罰金の減額を認めて有罪答弁合意書の交渉

を行うようなことはない。同様に、従業員が法人による有罪

答弁合意書に基づく訴追を免れようとすれば、捜査に協力

するか、又はこの有罪答弁合意書による非訴追保護を受け

る権利を放棄しなければならない。反トラスト局が、捜査に

協力し、有罪答弁を行うよう個人に圧力をかけるよう企業に

対して求めることは昔から知られているが、カーブアウト対

象者の雇用の継続に対する積極的な姿勢は行き過ぎ感が

否めない。カーブアウト対象者のなかには起訴されずに終

わる者も存在する。また、法律の下では、有罪が証明されな

い限りいかなる者も無罪なのである。法人の答弁合意のカ

ーブアウト対象者ではあるが起訴に至っていない個人を引

き続き雇用しているからといって、必ずしも企業が過去の不

正行為に対する責任を認めていないことを示すものではな

いし、また以後カルテルが行われることを示すものでもな

い。反トラスト局は、カーブアウト対象者を継続雇用すべきで

ないとみなす場合を、(1)当該雇用により、他の従業員の捜

査協力に不当な影響が及ぶ場合、又は(2)当該雇用により、

カーブアウト対象者が販売や価格決定に影響を与える立場

になる場合に限定しているが、このやり方は、公判を行わず

に個人を処罰し、専門的見解や当局の判断を待たずに反ト

ラスト局が雇用の問題に関与するという結果を招く。 
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FOOTNOTES 脚注 
[1]  Outside the United States, the European 
Commission, Canada, Japan, Australia, Korea, and 
numerous other jurisdictions have already taken 
enforcement actions or are investigating. None of these 
auto parts investigations has yet concluded. The 
financial services investigations also continue to grow. 
The Criminal Division of the US DOJ has largely 
dominated these investigations, although working 
closely with the Antitrust Division. 

[1]  欧州委員会、カナダ、日本、オーストラリア、韓国その他

多数の米国外の国では、自動車関連部品メーカー対して既

に法が執行され、もしくは捜査が行われている。もっとも、こ

れら自動車関連部品メーカーの捜査についてはいずれも結

論が出ていない。また、金融サービス業界の捜査も拡大す

るばかりである。米司法省刑事局は、反トラスト局と緊密に

連携をとりつつも、これらの捜査をリードしている。 

[2]  Remarks of Brent Snyder at the American Bar 
Association, Antitrust Division’s Fall Forum, November 
6, 2014. 

[2]  米国法曹協会（ABA）の反トラスト局の秋季フォーラム

（2014 年 11 月 6 日）におけるブレント・スナイダーの発言。 

[3]  The Division has also modified its Model Plea 
Agreement to push cooperation to force increased 
disclosures. 

[3]  反トラスト局は答弁合意書の雛形をも修正し、開示を行う

よう捜査協力を求めている。 

 
  

How Morrison & Foerster Attorneys Can Help 

We combine strong cartel experience in the United 
States, Europe, and Asia with an integrated global 
network to provide clients with what they need: 
anticipation and avoidance before problems arise and 
— when they do — a rapid, globally coordinated 
response. Our cartel representation is informed by more 
than 30 years of experience, including the resolution of 
cartel proceedings before the U.S. Department of 

モリソン･フォースターの弁護士がお手伝いできること 

当事務所は、クライアントの需要に対応できる、すなわち事

前に予測することで問題を回避し、問題が生じた場合は迅

速に世界各地のオフィスで協調しつつ対応できる世界規模

の連携ネットワークを有し、米国、ヨーロッパ及びアジアでの

カルテル事案の経験が豊富です。カルテル事案での代理経

験は 30 年以上に及び、米司法省、欧州委員会及び EU 加

盟国、日本、ブラジル、オーストラリア、カナダ、韓国等の当

局によるカルテルに対する法的措置への対応も行っていま
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Justice, the European Commission, authorities in EU 
member states, Japan, Brazil, Australia, Canada, 
Korea, and other jurisdictions. Large multinational, 
domestic, and closely held firms, as well as domestic 
and foreign individuals, have entrusted their defense to 
our lawyers. 

す。国内外の個人の他、大規模なグローバル企業、国内企

業及び非公開会社から依頼を受けています。 

Cartel Investigations: A High-Risk Landscape. 
Companies facing international cartel investigations 
must anticipate enforcement actions not only by the 
U.S. Department of Justice and/or the European 
Commission, but also by other antitrust authorities 
around the world. Investigated companies face 
reputational harm, the erosion of shareholder value, 
and the practical costs of ongoing distraction or loss of 
senior executives. The inevitable follow-on litigation 
(U.S. federal and state as well as potential victim 
litigation claims in Europe and other countries) can 
prolong a company's agony and have severe economic 
ramifications. Collateral consequences of a felony 
indictment can range from financing effects to 
preclusion from government bidding, from False Claims 
Act allegations to shareholder derivative suits. 

カルテル捜査（リスクの高い分野）  国際的なカルテル捜査

の対象となった企業は、米司法省や欧州委員会のみなら

ず、世界中の反トラスト機関により法が執行される可能性が

あることを認識すべきです。捜査対象となれば、評判を損な

い、株式価値の低下を招くばかりか、幹部が長期にわたり業

務に集中できなくなる、又は退職する等、実務上のコストが

嵩むという問題が生じます。また、それに続く訴訟（米国の連

邦裁判所及び地方裁判所の他、ヨーロッパをはじめとする

国々での被害者による請求）の提起が避けられない場合、

会社の苦境が長引き、経済的な影響は一層深刻化します。

重罪で起訴されるようなことになれば、資金繰りが苦しくなる

ことに始まり、政府の入札への参加が禁じられる他、虚偽請

求取締法に基づく請求から株主代表訴訟まであらゆる請求

が提起されるという、様々な影響が生じます。 

Our Approach. We excel at global coordination and 
collaboration. We are familiar with the nuances of the 
current maze of leniency policies and the unwritten 
practices of the enforcers. Our lawyers know the private 
claimants' lawyers and how they approach their claims. 
With this expertise and history clients can understand 
their strategic options to minimize overall cost and 
disruption. 

モリソン・フォースターの取組み  当事務所は世界規模の

協調・提携が可能であるという点で卓越しています。また、現

行の複雑なリーニエンシー制度の内容や明文化されていな

い法執機関のプラクティスに精通しています。さらに弁護士

は、民事訴訟の原告側弁護士やそのやり方を熟知していま

す。このような専門知識やこれまでの経験を基に、クライアン

トは、原告側の戦略を把握し、総コストや混乱を最小限に抑

えることができます。 

We keep our clients' business objectives at the fore as 
we develop an action plan. We approach cartel 
investigations holistically and avoid piecemeal 
solutions. We see little point in stamping out one brush 
fire if that causes another to flare, potentially sparking a 
major conflagration. 

クライアントの事業目的を優先して行動計画を策定し、カル

テル捜査に対し、断片的にではなく全体的に解決するよう努

めます。カルテル操作の場合、一つの件が全体に影響を与

え、その結果、後に大きな問題となることがあります。そのた

め顕在化している一つの件の解決だけでは意味がないと考

えております。 

Our knowledge, technique and discipline has allowed 
us to overcome enforcement actions against our clients 
even when others in the same investigation chose to 
plead guilty or apply for leniency. Our lawyers: 

当事務所では、同様の捜査の対象者が有罪を認める、ある

いはリーニエンシー申請を行う場合、その知識、技術、訓練

をもって、クライアントに対する法執行活動を乗り越えること

ができます。モリソン・フォースターの弁護士の業績は以下

のとおりです。 

• won one of the rare corporate antitrust “not 
guilty” verdicts;  

• 反トラスト容疑の企業について、貴重な｢無罪｣評決

を勝ち取った。 

• successfully persuaded authorities to drop 
investigations against our clients; 

• クライアントに対する調査実施を当局に中止させる
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ことに成功した。 

• have obtained exclusion of our clients from EU 
statements of objections against other industry 
participants; and 

• 同業界の他の関係者に対する EU の異議告知書

からのクライアントの除外を勝ち取った。 

• have succeeded in dismissals of civil actions 
and denials of class certification. 

• 民事訴訟の取下げ及びクラス認定の否認に成功し

た。 

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 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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