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Morrison & Foerster’s National Security practice 

provides strategic advice and counseling to clients on 

a broad range of challenging regulatory and 

compliance matters in the national security space. In 

advising clients, the firm draws on the deep subject-

matter experience of the firm’s attorneys, many of 

whom held key roles in government earlier in their 

careers.  

Recently, the firm welcomed into its ranks a new 

associate, Kristofer Readling, who previously served 

as an enforcement officer in the U.S. Treasury 

Department’s Office of Foreign Assets Control 

(OFAC). In joining the firm, Mr. Readling is reunited 

with his former colleagues John Smith, who left OFAC 

as its Director to become a co-head of the National 

Security group almost a year ago, and Michael 

Dobson, who served as one of the U.S. government’s 

leading sanctions officials in the development and 

implementation of U.S. sanctions policy toward 

Russia and throughout the Western Hemisphere. This 

new addition positions the firm as perhaps the only 

one in the world with three full-time OFAC alumni, 

and certainly the only firm with three recent OFAC 

veterans steeped in sanctions policy and 

implementation both historically and under the Trump 

Administration.  

During their time at OFAC, John, Mike, and Kris 

oversaw and participated in sanctions matters of 

every type, including designations, program rollouts, 

and hundreds of enforcement investigations and 

actions (including some mentioned in our recent 

enforcement-focused client alert). This experience 

allowed them to observe firsthand what actions 

contribute to successful outcomes, along with the 

当事務所の国家安全保障プラクティスグループは、クライア

ントの皆様に、米国国家安全保障分野における法規制及び

法令遵守に関する様々な課題や問題について、戦略的アド

バイスを提供しております。クライアントの皆様に助言をご提

供するにあたり、当事務所は、所属弁護士（その多くは過去

に米国政府の要職を歴任しています。）の豊富な実務案件

での経験を基にしています。 

 

当事務所は先般、米財務省外国資産管理局（OFAC）の元

執行担当官（enforcement officer）であった Kristofer 

Readling氏を、アソシエイトとして迎えました。これにより、

Readling氏は、元同僚の John Smith氏（約 1年前に

OFACの局長を退任し、当事務所の国家安全保障プラクテ

ィスグループの共同統括責任者に就任）及び Michael 

Dobson氏（米国政府による制裁を担当する幹部職員の 1

人として、ロシア及び西半球全域に対する米国の制裁方針

の策定・実施を担当）との再会を果たすこととなりました。

Readling氏が入所したことにより、当事務所は、OFACの

元正規職員が 3名所属する、恐らく世界で唯一の法律事務

所となっただけでなく、トランプ政権発足前から直近まで、引

き続いて制裁方針の策定・実施に携わった OFACの元職員

3名が所属する唯一の法律事務所となったことは間違いあ

りません。 

 

 

 

OFAC在任中、John、Mike及び Krisの 3氏はいずれも、

制裁指定やプログラムの実施のほか、数百件に上る調査や

法的措置（当事務所が近時発行した、法執行をテーマとする

client alertの中でも一部ご紹介しています）など、制裁を巡

るあらゆる種類の事案を監督し、これに携わってきました。

彼らは、企業のどのような行動が好ましい結果を生むかを直

接見てきましたし、また OFACとの折衝において企業が犯し

がちな間違いについても精通しています。本稿では、このよ
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mistakes companies too often make when appearing 

before OFAC. Here are a few of their best tips to help 

you avoid common missteps: 

うな企業が犯しがちな間違いを回避するために役立つ重要

なアドバイスをいくつかご紹介します。 

1. If you’re going to disclose, disclose fully. 1. 申告するのであれば全て申告すること 

Many companies choose to disclose to OFAC 

situations in which they might have violated U.S. 

sanctions. Doing so provides three principal benefits 

to a company. First, a voluntary self-disclosure 

automatically entitles you to 50 percent off any 

resulting penalty, setting a ceiling on OFAC’s base 

penalty calculation at either one-half the transaction 

value or one-half the applicable statutory maximum, 

depending on whether a violation is determined to be 

egregious. Second, it allows a company to frame the 

narrative of the violations to OFAC in order to 

highlight the company’s compliance and remedial 

efforts. Finally, it incentivizes OFAC to mitigate any 

penalty under OFAC’s Enforcement Guidelines. Great 

deal, right? 

自社が米国の制裁関連規制に違反した可能性があると認

識した場合、多くの企業は、このことを OFACに自主的に申

告するという選択を行います。これには、主に 3つのメリット

があります。第一に、企業が自主申告を行う場合、制裁金が

自動的に 50％減額されます（重大な違反行為であるか否か

に応じて、OFACの基準制裁金の算定における上限額が、

取引価額の 2分の 1又は適用される法定上限額の 2分の

1に引き下げられます。）。第二に、OFACへの申告に際し、

違反事実の説明において、企業が法令遵守や違反事実の

是正に向けて努力を重ねている点を強調する構成をとること

が出来ます。第三に、申告をした場合、量刑にあたって、

OFACには、執行ガイドライン（Enforcement Guidelines）

に定められた刑から減刑しようとのインセンティブが働きま

す。メリットは大きいですよね。 

All of this can go out the window if a disclosure is 

“materially incomplete.” Furthermore, filing an 

incomplete or misleading disclosure might actually 

cause OFAC to increase any penalties for non-

cooperation—the opposite of the desired outcome. If 

you believe time is of the essence and want to report 

to OFAC while continuing to investigate a potentially 

broader range of apparent violations (perhaps to 

avoid the loss of voluntary self-disclosure credit if 

another company beats you to a report), then 

consider submitting a preliminary notification with a 

specific timeline for completing the review, and a 

promise to provide periodic updates. 

しかし、これらのメリットは、申告が「著しく不完全」である場

合にはすべて帳消しとなるおそれがあります。またそれだけ

でなく、不完全な又は誤解を招くような報告が行われた場合

には、調査に非協力的であるという理由で OFACが量刑を

引き上げる可能性すらあります。これは、期待していた結果

とは正反対のものです。 

貴社が、タイミングが重要であると判断され（恐らくは、申告

について他社に先を越された場合に自己申告のメリットを享

受できなくなることを回避するために）、調査（判明している

行為よりも違反がより広範囲に及んでいるかどうかについて

の調査）の継続中であっても OFACに申告したいと考えら

れる場合には、調査完了の具体的な期限を記した予告的通

知を行い、定期的に最新情報を報告する旨を約束するとい

う方法があります。 

2. Make sure to mention favorable laws and 

precedents. 

2. 有利な法律や先例への言及を忘れないこと 

Despite its mandate to implement and enforce U.S. 

sanctions globally, OFAC is a relatively small 

administrative agency with only a few hundred 

employees. Caseloads are heavy. Companies that 

disclose potential violations often mention relevant 

specific and general licenses, as well as relevant 

provisions from OFAC’s regulations, but forget to 

mention other areas of the law relevant to their case, 

such as agency law. “Agency” law here means the 

law of principal-agent relationships (i.e., employer-

米国の制裁措置をグローバルに実施・執行する責務を負っ

ているにもかかわらず、OFACは職員数わずか数百名の比

較的小規模の機関です。取扱件数は相当数に上ります。違

反の可能性のある行為について申告する企業は、関連する

個別的・一般的許可（specific and general license）や

OFAC規則の関連規定には言及しても、関連する他分野の

法律、例えば代理法など、には言及しないケースが多く見ら

れます。ここでいう「代理」法とは、政府機関に適用される行

政法規ではなく、本人と代理人の関係（すなわち、雇用主と

従業員、親会社と子会社など）について規律する法をいいま
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employee, parent-sub, etc.), not the administrative 

law applicable to government agencies. 

す。 

Agency law is especially important for companies that 

bestow titles on their employees indicating seniority 

and managerial rank but not managerial 

responsibilities. OFAC enforcement staff are going to 

read titles like “vice president,” “director,” and “project 

manager” through the lens of OFAC’s Enforcement 

Guidelines, which direct them to look at whether a 

company willfully or recklessly violated sanctions, and 

whether there was awareness on the part of the 

company of the problematic conduct. When a 

managerial employee willfully or recklessly violates 

sanctions, the employer is deemed to have been 

willful or reckless; similarly, if a managerial employee 

is aware of the conduct, the employer is deemed to 

be aware. When a contractor or nonmanagerial 

employee willfully or recklessly violates sanctions, or 

is aware of the problematic conduct, however, the 

employer is not necessarily deemed willful or 

reckless, or deemed even aware of the conduct, and 

the distinction may turn on agency law. However, very 

few companies provide job descriptions in their 

correspondence with OFAC without being asked first. 

代理法が特に重要な意味を持つのは、実際には管理責任を

負わないが上級職・管理職であることを示す職位を与えて

いる従業員がいる会社です。OFACの執行担当職員は、

「バイスプレジデント」や「ダイレクター」、「プロジェクトマネー

ジャー」といった職位の記載を、OFACの執行ガイドラインと

いうフィルターを通して見ますので、会社が故意又は未必の

故意ないし認識ある過失により制裁に違反したのか、また、

会社側が問題となる行動を認識していたかという点に注目

することになります。管理職にある従業員が故意又は未必

の故意ないし認識ある過失により制裁に違反した場合、雇

用主にも故意又は未必の故意ないし認識ある過失があった

とみなされます。同様に、管理職従業員が問題となる行為に

ついて認識していた場合、雇用主もこれを認識していたとみ

なされます。他方、請負的立場にある職員や非管理職の従

業員が故意又は未必の故意ないし認識ある過失により制裁

に違反した場合、又は問題となる行為について認識していた

場合には、必ずしも雇用主に故意又は未必の故意ないし認

識ある過失があった又は雇用主が問題となる行為について

認識していたと見なされるものではなく、代理法に依拠して

区別される場合があるのです。しかしながら、OFACとのや

り取りの中で職務記述書（ジョブディスクリプション）を提出す

る会社は、予め要求された場合を除き、ほとんどありませ

ん。 

3. Don’t ignore OFAC’s policy goals. 3. OFACの政策目標を無視しないこと 

Sanctions are a major U.S. national security and 

foreign policy tool. Often, a single sanctions regime 

will reflect multiple policy priorities. For example, 

almost every sanctions program contains exemptions 

and general licenses designed to facilitate the free 

flow of ideas, humanitarian aid, and nonsanctioned 

people throughout the world. Don’t ignore these policy 

considerations when going before OFAC. OFAC’s 

Enforcement Guidelines specifically direct the agency 

to review whether a violation harmed the relevant 

sanctions program’s objectives. Before 

communicating with OFAC about a potential violation, 

review the relevant program objectives and consider 

how the activity at issue fits into that policy 

framework. If there are credible arguments that the 

activity doesn’t undermine policy objectives, make 

them. Doing so could lead OFAC to decide that the 

case isn’t worth the resources required by an 

enforcement action. 

制裁は米国の国家安全保障及び外交政策上の重要なツー

ルです。一つの制裁枠組みが複数の政策上の優先課題を

反映していることも少なくありません。例えば、ほぼ全ての制

裁プログラムには、適用除外や一般的許可が設けられてお

り、アイデアや人道主義、世界中の制裁対象外の人々が自

由に流通できるように設計されています。OFACと折衝する

際には、こうした政策的配慮を無視しないでください。OFAC

の執行ガイドラインには、当該違反行為が、関連する制裁プ

ログラムの目的を害するものであるか否かの審査を OFAC

に義務付ける具体的な規定が盛り込まれています。違反の

可能性について OFACとやり取りを行う前に、関連するプロ

グラムの目的を確認し、問題となっている活動がその政策枠

組みにおいてどのように位置づけられるかを検討してくださ

い。その活動が政策目標を害するものでないと信ずるに足

る主張が可能であれば、それを主張してください。そうすれ

ば、OFACは執行に必要なリソースを割くに値しない事案で

あると判断することもあり得ます。 
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4. Don’t treat OFAC like the SEC or litigation. 4. OFACに対しては、SECや訴訟案件と同様の接し方

をしないこと 

Sanctions law is a sufficiently niche practice area that 

the outside/in-house counsel interacting with OFAC 

frequently specializes in some other area of law, such 

as the Foreign Corrupt Practices Act or general 

litigation. Bringing those experiences and related 

mindsets to OFAC can be a mistake when you don’t 

have a clear understanding of the inner workings of 

OFAC. By the time OFAC calls you to discuss 

settlement, the debate over whether a violation 

occurred is essentially over. Many litigators make the 

mistake of trying to debate elements of the offense 

and citing improperly to the Federal Rules of Civil 

Procedure, which do not apply to OFAC proceedings. 

SEC practitioners often seek to “appeal” enforcement 

actions to OFAC’s director or political officials in the 

Treasury Department in the same way they would 

appeal an SEC action to the Commission. This can 

lead OFAC to view a party as relatively 

unsophisticated, and is unlikely to change the 

outcome of an enforcement case. If you believe the 

penalty OFAC intends to issue is unjust or unlawful, 

the person to discuss that with is the same 

enforcement or compliance officer who’s been 

handling your case all along; if you still believe the 

result is unfair, at that point feel free to request a 

meeting with the head of OFAC’s Enforcement 

Division or with OFAC’s Director, but do so with eyes 

wide open. Those OFAC officials will have already 

reviewed and approved the resolution of the case, 

presumably after considering and rejecting the 

arguments you are making. OFAC takes mitigation 

arguments provided by opposing counsel seriously, 

and usually addresses them in the administrative 

record. An example of this can be found in the public 

filings of Exxon Mobil Corporation et al. v. Mnuchin et 

al., where OFAC specifically addressed Exxon’s 

mitigation arguments in its penalty notice. 

 

制裁関連法分野はかなりニッチなプラクティス分野であるた

め、他分野（海外腐敗行為防止法（FCPA）又は訴訟全般な

ど）の法律を専門とする外部の弁護士又は社内弁護士が

OFACとの折衝にあたっているケースが多く見られます。し

かし、OFACの内部事情を十分に理解しないまま、他の専

門分野の経験や考え方を OFACに対して持ち込むと、間違

いを犯す可能性があります。例えば、OFACが和解

（settlement）について協議するために貴社を呼び出すまで

には、違反があったか否かに関する議論は実質的に終わっ

ています。しかし、そうした訴訟弁護士の多くは、犯罪の構

成要件について論じたり、OFAC手続には適用されない連

邦民事訴訟規則（FRCP）を不適切な形で引用しようとすると

いった間違いを犯します。SEC関連訴訟を専門とする実務

家が、OFACに対して、SEC訴訟を申し立てるのと同様の

方法で、OFACの局長や財務省の行政官に対して執行行

為への不服申立てを求めることも少なくありません。このよう

な場合、OFACは当事者が不慣れであるという印象を抱く

可能性があり、執行対象となる事案の結果が変わる可能性

はより低くなります。 

OFACが発動しようとしている罰則が不当又は違法であると

貴社がお考えの場合に、当該事案について協議する相手方

は、貴社の事件をずっと担当してきた同じ執行担当又は法

令遵守担当の職員なのです。それでも貴社がその結果を不

当と考えるのであれば、その時には OFAC法執行部のトッ

プ又は OFAC局長との話し合いを求めることは自由です。

ただし、状況をしっかりと把握したうえで事に臨んでください。

それらの OFAC職員は、恐らく貴社の主張を検討し、これを

退けたうえで、当該事件の解決策を審査し承認しているは

ずです。OFACは相手方当事者の弁護士が提示する減免

に関する主張を真摯に受け止め、通常、行政記録の中でそ

うした主張に言及しています。例えば、Exxon Mobil 

Corporation et al.対 Mnuchin et al.の公的記録の中にこう

した記載があり、OFACは罰則通知の中で Exxonが行った

減免の主張について具体的に言及しています。 

5. Take responsibility for compliance gaps. 5. コンプライアンスプログラムの不備について責任ある

態度を示すこと 

Companies often try to pin sanctions violations on 

rogue employees or agents. While sometimes true, 

such arguments often signal to OFAC that the 

企業が、制裁規制違反の責任を、違反行為を行った従業員

や代理店に負わせようとするケースがよくあります。こうする

ことが実態に即している場合もありますが、多くの場合、こう
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company isn’t really serious about trying to comply 

with U.S. sanctions, but is instead trying to find a 

scapegoat. If the person at a company most 

responsible for a violation of the law is a senior 

manager, then the company is responsible and 

should take responsibility. It frustrates OFAC 

enforcement staff when senior managers are painted 

as low-level employees to be scapegoated, and when 

this discrepancy is discovered, it often prolongs 

OFAC investigations by requiring OFAC to issue 

additional subpoenas, driving up legal costs for firms 

under investigation. 

した行動は、当該企業が米国の制裁規制の遵守に真剣に

取り組んでおらず、特定の者に罪をかぶせようとしていると

いうメッセージを OFACに送る結果となります。法令違反に

ついての企業内での一番の責任者がシニアマネジャーなの

であれば、かかる違反の責任は企業にあり、企業がその責

任を負うべきなのです。スケープゴートにするためにシニア

マネジャーをジュニアレベルの従業員に仕立て上げても、

OFAC執行担当職員に良い印象を与えることはできませ

ん。それどころか、その矛盾が露呈した場合には、OFACが

追加召喚状を発行し調査が長引くこととなることも多く、調査

対象企業が負担する法的手続関連費用等も跳ね上がりま

す。 

A much better approach is to factually state who at 

the company was involved and what their job titles 

and responsibilities were, and let OFAC make the 

determination as to whether they’re senior or not. This 

shows that the company is doing its best to remediate 

its violations by coming clean. This is also true when 

the underlying cause of a violation was a compliance 

program gap rather than a willful employee. Rather 

than state that “it would have been impossible to 

comply,” factually describe the compliance program 

that was in place at the time, explain why that 

compliance program was reasonable given the firm’s 

risk profile, and discuss what you will do to prevent 

similar missteps in the future. 

はるかに有効なアプローチは、企業内の誰が関与したか、

当該関与者がどのような職位にあっていかなる責任を有す

るかについて淡々と事実を述べた上で、それらの者がシニ

アレベルにあるか否かの判断を OFACに委ねるという方法

です。この方法により、当該企業は事実を明らかにして違反

行為を是正するよう最善の努力をしている姿勢を示すことが

できます。 

これは違反の根本原因がコンプライアンスプログラムの不備

にある場合にも当てはまります。「遵守するのは難しかった」

と述べるよりは、事実に基づいて、当該時点に実施されてい

たコンプライアンスプログラムについて述べ、会社のリスク特

性を考慮するとなぜそのコンプライアンスプログラムが

合理的であったのかを説明し、同様の失敗を繰り返さないた

めに今後どのような措置を講じる予定かを議論すべきです。 

Following these tips won’t necessarily prevent your 

company from receiving a penalty, but they are likely 

to reduce your legal expenses, increase the level of 

mitigation that OFAC grants, and provide you, your 

company, and your counsel with long-term OFAC 

goodwill. 

上記の方法をとれば必ずペナルティを受けずにすむとまで

は言えませんが、法的手続に係る費用が抑えられるほか、

OFACによる制裁がより大きく緩和され、貴方、貴方の会社

そして代理人弁護士が長期的に OFACの信用を得られる

可能性が高くなります。 

  

  

John Smith served as the Director of OFAC (and, for 

a time, acting as the U.S. Department of Treasury’s 

Undersecretary for Terrorism and Financial 

Intelligence), a role in which he was responsible for 

overseeing all aspects of U.S. sanctions policy and 

implementation. 

John Smith氏は、OFACの局長として（一時は米財務省テ

ロリズム・金融情報局次官として）米国の制裁に関する政

策・実施のあらゆる側面の監督責任者を務めた。 

Michael Dobson served as an OFAC Senior 

Sanctions Policy Advisor, working within Treasury 

and across the interagency to develop and implement 

sanctions policy toward Russia, Venezuela, and other 

Michael Dobson氏は、OFACの上級制裁政策アドバイザ

ーとして財務省内や省庁間を越えて業務に取り組み、ロシ

ア、ベネズエラその他の法域に対する制裁措置政策を策

定・実施した。 
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jurisdictions. 

Kristofer Readling served as an Enforcement Officer 

in OFAC’s Enforcement Division, where he was 

responsible for investigating and settling violations of 

OFAC’s sanctions programs 

Kristofer Readling氏は、OFAC法執行部の執行担当官と

して OFACの制裁措置プログラムの違反に関する調査・和

解合意の責任者を務めた。 

  

  

For more information, please contact: 

 

Stan Yukevich 

Tokyo 

03 3214 6522 

SYukevich@mofo.com 
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Tokyo 
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KYoneyama@mofo.com 
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東京 
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SYukevich@mofo.com 
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東京 

03 3214 6522 

MUchida@mofo.com 

米山 一弥 

東京 

03 3214 6522 

KYoneyama@mofo.com 

  

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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