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2019 showed us that the Trump Administration 

continues to rely on sanctions as a primary national 

security and foreign policy tool of choice, thrusting 

OFAC into an ever more active role to achieve the 

Administration’s objectives. To help you wrap your 

head around the stunning pace of OFAC’s activity, and 

to refresh your recollection of the year after too much 

holiday cheer, we are summarizing the significant U.S. 

sanctions developments of 2019 – including 

enforcement and designations statistics, programmatic 

changes, and major lessons gleaned from enforcement 

actions – in a three-part series. In this first installment 

of our series, we summarize OFAC’s major actions and 

programmatic developments in 2019. Tomorrow, we’ll 

summarize the year’s financial institution enforcement 

cases and the lessons to be learned from them, and 

we’ll do the same the next day with respect to the non-

financial institution enforcement cases of 2019.  

2019年は、米国財務省外国資産管理局（以下「OFAC」）

にとって例年になく慌ただしかった 1年でした。トランプ政

権はこれまでと変わらず、経済制裁を、国家安全保障や外

交政策実現の主たるツールとしており、それに伴って

OFACは政権の目標達成のために突出した役割を担う形

となりました。OFACの驚異的ともいえる活動ペースを理

解し、昨年 1年を総括する一助となるよう、2019年に米国

が発動した経済制裁関連措置の展開（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 3回の連載でまとめます。本連載の

第 1部では、2019年に OFACが発動した主な制裁及び

制裁プログラムの展開をまとめます。第 2部では、金融機

関を対象とする昨年の執行事案とそこから学べる教訓をま

とめ、第 3部では金融機関以外の企業に対する 2019年

の執行事案について論じます。 

I. OFAC 2019 Statistics  I. OFACをめぐる 2019年の統計 

In 2019, OFAC assessed nearly $1.3 billion in 

monetary penalties across 30 public enforcement 

actions. This represents a significant increase 

compared to 2018, which saw $71 million in penalties 

levied across seven public enforcement actions (an 

artificially low total given that OFAC appeared to be 

holding on enforcement actions that year while 

finalizing its Framework for Compliance Commitments). 

The 2019 enforcement numbers are 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 helpful visualization of OFAC’s 

extraordinarily busy 2019.  

2019年、OFACが公表した執行件数は 30件、賦課され

た制裁金の総額は 13億ドル近くにのぼります。これは、公

表された執行件数 7件、賦課制裁金総額が総額 7,100万

ドルだった 2018年と比べると、大幅な増加といえます。た

だし、2018年は OFACが「規制コンプライアンス・コミットメ

ントのフレームワーク（Framework for Compliance 

Commitments）」を仕上げる時期にあり執行を控えていた

ようで、同年の執行件数は人為的に少なくなっていました。

2019年の執行件数は少なくともここ 10年で最多であり、

公表された執行件数 22件、賦課制裁金総額が 12億ドル

であった 2014年を超えます。2019年の OFACがいかに

多忙を極めたかは、下図をご覧になれば一目瞭然です。 
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[執行件数の推移] 

 

 

 

[年間の賦課制裁金額・和解金額（百万米ドル）の推移] 

 

OFAC’s designation statistics are equally impressive, 

although more difficult to comparatively assess. OFAC 

imposed sanctions on more than 300 individuals, 350 

entities, and 60 vessels, as well as six aircraft, in 2019. 

It is difficult to demonstrate the actual frenzy of OFAC 

designations activity last year by using these numbers, 

however, given that the snapback of Iran sanctions in 

2018 resulted in more than 700 individuals, entities, 

aircraft, and vessels sanctioned/re-sanctioned in one 

day. Perhaps the pace of designation activity tells a 

truer story of the year, as multiple designations actions 

per week became commonplace (as did, unfortunately, 

Friday afternoon sanctions actions). Not only do these 

numbers show how active OFAC was in 2019, but they 

also demonstrate OFAC activity across the spectrum of 

its sanctions programs. 

OFACの制裁指定についても、2019年は目を見張るもの

がありました。2019年において、OFACは、300名以上の

個人、350以上の企業、60隻以上の船舶及び航空機 6

機に対して制裁指定を行いました。しかし、昨年 OFACが

制裁指定にいかに熱心であったかを示す根拠としては、上

記数字だけでは十分ではありません。なぜなら、2018年

にイラン制裁が再開された際、1日に 700以上の個人、企

業、船舶及び航空機に制裁・再制裁指定が行われたから

です。もしかすると、制裁指定件数よりも、制裁指定のペー

スを見た方が、昨年の OFACの活動実態を正しく反映して

いるといえるかもしれません。昨年は、週に複数の制裁指

定が行われることが常態化していました（ここには残念な

がら「駆け込み」の制裁案件も含まれていますが）。制裁指

定の統計は、OFACが 2019年にいかに活発に活動して

いたかだけでなく、制裁プログラム全体における OFACの

活動も示しています。 

Overall, OFAC sanctioned persons under the authority 

of at least 14 of its sanctions programs. In terms of 

rounds of designations, Venezuela led the pack, with 

24 different sanctions actions on individuals and 

entities under this program in 2019. Iran followed close 

behind, with 20 rounds of sanctions over the course of 

the year using a combination of OFAC’s counter-

terrorism, counter-proliferation, human rights, and 

Iranian jurisdictional authorities. Perhaps 

unsurprisingly, given President Trump’s rapprochement 

with North Korean leader Kim Jong-un and his desire 

2019年、OFACは、個人に対して 14種類の異なる制裁

プログラムに基づいて制裁指定を行いました。制裁指定の

件数では対ベネズエラ制裁プログラムが群を抜いており、

個人及び企業に対して 24件の制裁指定が課されました。

それに僅差で続くのがイランで、対テロ活動、対核拡散活

動、人権対策等、イランに対する管轄権限を有する複数の

プログラムを併用することで OFACは年間 20件の制裁指

定を行いました。OFACが 2019年に北朝鮮とロシアに関

して行った制裁指定件数は、それぞれ僅か 4件と 3件でし

たが、トランプ大統領が北朝鮮の金正恩委員長に改めて

歩み寄る姿勢を見せたこと、ロシアとも良好な関係を回復
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to restore harmonious relations with the Kremlin, OFAC 

issued only four rounds of targeted sanctions against 

North Korea and three against Russia in 2019.  On the 

flip side, the number of OFAC delistings slowed to a 

trickle in 2019, with only 13 noted throughout the year. 

したいという大統領の思惑に鑑みると、特に驚くに値しない

でしょう。 

他方、OFACによる制裁指定の解除は、2019年は低調で

あり、年間を通じて 13件に過ぎませんでした。 

II. Significant OFAC Developments in 2019 II. 2019年における OFACの重要な展開 

A. Venezuela A. ベネズエラ 

As noted above, Venezuela represented the most 

active of OFAC’s sanctions programs last year, 

beginning with a bang in January 2019 with sanctions 

against Venezuela’s oil sector. 

既に述べた様に、昨年 OFACの制裁プログラムが最も活

発に実施されたのはベネズエラであり、その第一弾となっ

たのは 2019年 1月に同国の石油セクターに課された制

裁でした。 

PDVSA PDVSA 

In 2019, OFAC’s Venezuela sanctions program quickly 

evolved from a standard blocking program into a large-

scale initiative to remove the Maduro regime. As a 

result of the country’s political crisis, on January 28, 

2019, OFAC imposed sanctions on Venezuelan state-

owned oil and gas company PDVSA, adding it to 

OFAC’s List of Specially Designated Nationals and 

Blocked Persons (“SDN List”). The move came just 

days after President Trump recognized Juan Guaidó as 

Venezuela’s rightful interim leader following sanctioned 

Venezuelan President Nicolás Maduro’s sham re-

election, prompting many other nations and the 

Organization of American States to do the same. In an 

FAQ issued after the action, OFAC indicated that 

Guaidó or a democratically elected government 

assuming control of PDVSA is a condition precedent 

for the company’s removal from the SDN List. 

2019年、ベネズエラに対する制裁プログラムは、標準的な

ブロッキング・プログラムから、瞬く間にマドゥロ体制排除に

向けた本格的なイニシアティブへとエスカレートしました。

同国の政治危機の結果、2019年 1月 28日、OFACはベ

ネズエラの国営石油ガス会社 PDVSAに対する制裁指定

を行い、同国を特定指定国籍業者リスト（以下「SDNリス

ト」）に加えました。この指定が行われたのは、ニコラス・マ

ドゥロの大統領再選は不正選挙によるものだったとしてトラ

ンプ大統領がフアン・グアイドを正式な暫定大統領に認定

した数日後のことでした。その他多くの国及び米州機構

（OAS）もこれに追随しました。制裁指定後に出された

FAQでは、PDVSAを SDN リストから削除するには、グア

イド又は民主的に選ばれた政府が PDVSAの支配権を握

ることが条件として挙げられています。 

As detailed in our alert on the PDVSA sanctions, at the 

same time it designated PDVSA, OFAC issued seven 

new general licenses and amended a preexisting one 

to allow certain activity involving PDVSA and its 

subsidiaries to continue for varying durations.  

対 PDVSA制裁に関する以前のクライアント・アラートでも

詳述したように、OFACは PDVSAを制裁対象に指定する

と同時に、7つの包括ライセンス（general license）を新た

に設けるとともに、既存のライセンス一件について、条件を

修正したうえで、PDVSAとその子会社が従事する特定の

活動について、期間は各々異なりますが、継続を許可しま

した。 

Government of Venezuela ベネズエラ政府 

In an effort to further tighten pressure on the Maduro 

regime, on August 5, 2019, President Trump issued 

Executive Order (“E.O.”) 13884, blocking the property 

and interests in property of the Government of 

Venezuela (“GOV”). Per section 6(d) of that E.O., “the 

term ‘Government of Venezuela’ includes the state and 

Government of Venezuela, any political subdivision, 

マドゥロ体制に対する圧力を一層強めるべく、トランプ大統

領は 2019年 8月 5日に大統領令第 13884号を発令し、

ベネズエラ政府の資産及び資産に対する権益を凍結しま

した。大統領令の第 6条(d)によると、「『ベネズエラ政府』と

いう用語には、ベネズエラ国家及びベネズエラ政府、ベネ

ズエラ中央銀行及び PDVSAを含む同国の下級政府部

門、政府当局又は政府機関、これらの者に直接的又は間
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agency, or instrumentality thereof, including the Central 

Bank of Venezuela and PDVSA, any person owned or 

controlled, directly or indirectly, by the foregoing, and 

any person who has acted or purported to act directly 

or indirectly for or on behalf of, any of the foregoing, 

including as a member of the Maduro regime.”   

接的に所有又は支配される者、並びに直接的又は間接的

にこれらの者のために又はこれらの者に代わって行為して

いるか行為すると称する者（マドゥロ体制を含む。）が含ま

れ」ます。 

As we previously wrote, the GOV sanctions did not 

impose an embargo on Venezuela, as some media 

outlets suggested. Embargoes, at least as they are 

generally understood by OFAC and the sanctions bar, 

are comprehensive and prohibit dealings involving not 

only a country’s government, but its people – in other 

words, commercial relations involving the country’s 

individuals and industry. E.O. 13884 does not prohibit 

U.S. persons from engaging in transactions involving 

the country or people of Venezuela that do not involve 

the GOV.  

以前にも触れましたが、一部のメディアでも指摘されたとお

り、対ベネズエラ政府の制裁には同国に対する禁輸措置

は含まれていません。少なくとも OFACや制裁案件を通じ

て一般的に理解されているところでは、禁輸措置は包括的

なものであり、対象国の政府のみならずその国民が関与す

る取引、言い換えれば、当該国の国民と産業が関係する

商取引も禁止されます。大統領令第 13884号では、ベネ

ズエラ政府が関与しない限り、ベネズエラ国家又はベネズ

エラ国民が関与する取引に米国人が従事することを禁じて

いません。 

As with the PDVSA sanctions, OFAC issued an 

additional 13 new general licenses at the same time it 

issued E.O. 13884 and amended 12 existing general 

licenses. By the end of 2019, the Venezuela sanctions 

program contained 28 web-based general licenses (on 

top of the standard general licenses in the regulations), 

evidence of the scope and complexity of the program. 

対 PDVSAの制裁のときと同様、大統領令第 13884号の

発令時に OFACは包括ライセンスを新たに 13件設け、既

存の包括ライセンス 12件の修正を行いました。2019年末

までに、対ベネズエラの制裁プログラムには、規則上の標

準的な包括ライセンスに加えて、ウェブベースの包括ライ

センス 28件が盛り込まれました。このことはこの制裁プロ

グラムの射程の広さと複雑さを物語っています。 

B. Iran B. イラン 

Throughout 2019, the Trump Administration continued 

its “maximum pressure campaign” against Iran. 

2019年、トランプ政権は、年間を通じてイランに対し「最大

限の圧力作戦（maximum pressure campaign）」を展開し

ました。 

Islamic Revolutionary Guard Designated as 

Foreign Terrorist Organization  

イスラム革命防衛隊を外国テロ企業に指定  

On April 15, 2019, the Trump administration 

designated the Islamic Revolutionary Guard Corps 

(“IRGC”) as a foreign terrorist organization (“FTO”) 

under Section 219 of the Immigration and Nationality 

Act. This designation marked the first time the United 

States designated an entire component of a foreign 

government as an FTO.  

2019年 4月 15日、トランプ政権は移民国籍法

（Immigration and Nationality Act ）第 219条に基づき、イ

スラム革命防衛隊（「IRGC」）を外国テロ企業（「FTO」）に

指定しました。この制裁指定は、米国が外国政府の一部門

全体を FTOに指定した初の事例です。 

Removal of Oil Waivers 原油禁輸の適用除外措置の撤廃 

On April 22, 2019, the Trump Administration 

announced it would no longer grant “significant 

reduction waivers” to importers of Iranian oil, including 

for U.S. allies. Without these waivers, non-U.S. 

companies could now be subject to secondary 

sanctions for the purchase of Iranian oil, effectively 

2019年 4月 22日、トランプ政権は、「原油輸入量の大幅

削減を条件にイラン産原油の輸入国に与えていた適用除

外措置」を、今後は撤廃することを発表しました。これには

米国の同盟国も含まれます。適用除外案件を受けられな

い場合、イラン産原油を購入した非米国企業は、二次的制

裁（secondary sanction）の対象とされ、米国経済から事
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cutting them off from the U.S. economy. “Secondary” 

sanctions are those sanctions – which foreign 

governments call “extraterritorial” – that the U.S. 

Government threatens to impose on non-U.S. persons 

for activity conducted entirely outside the United States 

(as opposed to “primary” sanctions, where the U.S. 

Government establishes and enforces the sanctions 

rules that apply to U.S. persons or to transactions with 

a “U.S. nexus,” such as involvement of the U.S. 

financial system or economy). Waivers were previously 

available to China, India, Italy, Greece, Japan, South 

Korea, Taiwan, and Turkey. All of these countries, with 

the exception of China and India, are treaty allies of the 

United States. The waivers for these eight jurisdictions 

went into effect on November 3, 2018 and expired on 

May 2, 2019. On April 22, 2019, Secretary of State 

Pompeo announced that no additional waivers would 

be granted, meaning that any country that imported 

Iranian petroleum products after May 2, 2019 could 

have its companies become subject to secondary 

sanctions that would prohibit them from engaging in 

most business with the United States.  

実上遮断される可能性があります。「二次的」制裁とは、非

米国人が専ら米国外で行った活動に対して米国政府が課

す制裁、すなわち米国以外の政府から見たいわゆる「域外

適用」をいいます1。これまで適用除外措置を受けていた国

は、中国、インド、イタリア、ギリシャ、日本、韓国、台湾及

びトルコです。これらの国は、中国とインドを除き、いずれも

米国と条約を締結している同盟国です。上記 8つの国を対

象とする適用除外措置（2018年 11月 3日発効）は、2019

年 5月 2日に失効しました。2019年 4月 22日、ポンペオ

国務長官は、新たな適用除外措置が認められることはな

いと述べていますので、2019年 5月 2日以降イラン産原

油製品を輸入した国では、自国の企業が二次的制裁の対

象とされるおそれがあることになります。この場合、当該企

業は、米国との取引の大半を禁じられることになります。 

Sanctions on Iran’s Iron, Steel, Aluminum, and 

Copper Industries 

イランの鉄鋼、アルミニウム及び製銅産業に対する制裁 

On May 8, 2019, President Trump issued E.O. 13871, 

authorizing new sanctions against the iron, steel, 

aluminum, and copper sectors of Iran. This E.O. did not 

impose any new sanctions on any specific individuals 

or entities, but it authorized the Secretary of the 

Treasury to do so (in consultation with the Secretary of 

State) for entities involved, directly or indirectly, with 

the aforementioned Iranian metal sectors. (Another 

E.O., of course, followed already this year, as a result 

of the recent heightened conflict with Iran, targeting the 

construction, mining, manufacturing, and textile 

sectors.) 

2019年 5月 8日、トランプ大統領は大統領令第 13871

号を発令し、イランの鉄鋼、アルミニウム及び銅の各セクタ

ーに対する制裁を新たに承認しました。同大統領令は特定

の個人や企業に新たな制裁を課すものではありませんが、

上に挙げたイランの金属セクターに直接的又は間接的に

関与する企業に対し、国務長官と協議の上制裁を課す権

限を財務長官に与えています。  なお、最近における米イ

ラン間関係の緊迫化を受けて、当然のことながら、別の大

統領令が出され、新たに建設業、鉱業、製造業及び織物

業の各セクターが制裁対象に加えられました。 

Advisory to the Maritime Petroleum Shipping 

Community  

石油輸送を行う海運業界に対する勧告（Advisory to the 

Maritime Petroleum Shipping Community）  

OFAC published an advisory in September 2019 

warning the petroleum shipping community of 

sanctions risks related to shipping petroleum and 

petroleum products from Iran. The advisory noted that 

OFACは 2019年 9月に勧告を出し、石油輸送を行う海運

業界に対して、イランからの石油及び石油製品の輸送に関

して制裁リスクがあることを警告しました。勧告によると、イ

ランからの石油及び石油製品の輸送を制裁対象とすること

                                                      
1 これに対し、一次的制裁（primary sanction）とは、米国政府が、米国人又は米国との「つながり（U.S. nexus）」を

有する取引、例えば米国の金融システムや米国経済がかかわるものに適用される制裁をいいます。 
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targeting shipments of petroleum and petroleum 

products from Iran is a key component of the U.S. 

sanctions campaign as it helps to deny the Iranian 

regime access to financial resources to support its 

malign activities. Importantly, the advisory explained 

that individuals and entities knowingly engaged in 

certain transactions relating to the purchase, 

acquisition, sale, transport, or marketing of petroleum 

and petroleum products from Iran or providing material 

support to certain Iran-related persons on the SDN List 

risk being sanctioned themselves. To avoid such 

consequences, the advisory identified common 

deceptive shipping practices used to facilitate Iranian 

transactions (e.g. falsifying cargo and vessel 

documents, vessel name changes, etc.) and risk 

mitigation best practices to reduce any exposure to 

sanctions risks (including Know Your Customer due 

diligence, verifying country of origin, etc.).  

は、イラン政権が従事する有害な活動の資金源を絶つこと

につながるものであり、米国の制裁キャンペーンの中核を

なすとのことです。同韓国は、重要なこととして、イランから

の石油及び石油製品の購入、入手、販売、輸送又はマー

ケティングに関する特定の取引に、それと知りながら従事

したか、SDNリストに掲載されるイラン関係者に対して、そ

れと知りながら多大な支援を行った個人及び企業は、自ら

を制裁リスクに晒すことになると警告しています。このよう

な事態を避けるために、同勧告は、イランが関与する違法

取引を促す常套手段とされる不正な輸送活動（貨物・船舶

関連の書類の改ざん、船舶名の変更等）と制裁リスクを軽

減するためのベストプラクティス（顧客確認（KYC）のため

のデューディリジェンス、原産国の確認等）を具体的に列挙

しています。 

Humanitarian Mechanism to Increase Transparency 

of Trade Supporting Iranian People 

イラン人支援のための取引の透明性向上に向けた人道的

仕組み 

In October 2019, Treasury and State announced a new 

humanitarian mechanism to ensure unprecedented 

transparency into humanitarian trade with Iran. The 

U.S. Government indicated that it hoped this 

mechanism will help the international community 

perform enhanced due diligence on humanitarian trade 

to ensure that funds associated with permissible trade 

in support of the Iranian people are not diverted by the 

Iranian regime to illicit activities. Specifically, the new 

mechanism required foreign governments and financial 

institutions that participate in the mechanism to 

conduct enhanced due diligence and provide Treasury 

a substantial and unprecedented amount of information 

on a monthly basis. Other governments and their 

companies greeted this mechanism with concern, 

fearing that it could scare away, rather than enhance, 

humanitarian trade. 

2019年 10月、イランへの人道的取引の透明性をこれま

で以上に徹底するための新たな人道支援の仕組みが、財

務省と国務省から発表されました。米国政府によると、この

新たな仕組みによって、国際社会が人道物資等の取引に

あたって、より厳格なデューディリジェンスを実施することに

なり、イラン人支援のための正当な取引に関する資金が、

イラン政権によって違法な活動に流用されるのを確実に防

ぐことが期待されるとのことです。新たな仕組みの下では、

これに参加する外国政府及び海外の金融機関は、特に厳

格なデューディリジェンスの実施を求められ、前例がない

ほど膨大な量の情報を毎月財務省に提供することが要求

されます。諸外国政府と企業は、この仕組みを疑問視して

おり、これによって人道支援物資等の取引が改善するどこ

ろか、かえって取引に怖気づく国が増えるのではと懸念し

ています。 

C. Ukraine/Russia C. ウクライナ・ロシア 

Given President Trump’s desire for warmer relations 

with the Kremlin, it is perhaps no surprise that only a 

handful of sanctions actions against Russia occurred 

last year, with half of them forced by Congress. 

2019年に発動された対ロ制裁は数えるほどであり、しかも

そのうちの半分は米議会が半ば強制したものでした。これ

は、トランプ大統領がロシアとの友好的な関係を望んでい

ることを考えると、特に驚くことではないかもしれません。 

Sanctions Over Continued Aggression in Ukraine ウクライナで続く攻撃に対する制裁 

On March 15, 2019, OFAC designated six Russian 

individuals and eight entities in response to Russia’s 

2019年 3月 15日、OFACは、ロシアがウクライナへの攻

撃を続けていることを受けて、ロシア人 6名と、ロシア企業
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continued and ongoing aggression in Ukraine. OFAC 

targeted individuals and entities that played a role in 

Russia’s attacks on Ukrainian naval vessels in the 

Kerch Strait, purported annexation of Crimea, and 

backing of separatist government elections in eastern 

Ukraine.  

8社を制裁対象に指定しました。制裁対象となったのは、

ケルチ海峡でのロシアによるウクライナ海軍の艦船の攻

撃、クリミア半島の強制編入、及びウクライナ東部での分

離独立派の選挙支援に関与した個人・企業です。  

Sanctions Under the Chemical and Biological 

Weapons Control and Warfare Elimination Act 

生物化学兵器法に基づく制裁 

Under significant Congressional pressure, and 

approximately eight months past a statutory deadline, 

on August 1, 2019, President Trump issued a new 

E.O., “Administration of Proliferation Sanctions and 

Amendment of Executive Order 12851,” related to the 

Chemical and Biological Weapons Control and Warfare 

Elimination Act of 1991, as amended (“CBW 

Act”).  OFAC subsequently issued a Russia-related 

Directive (“CBW Act Directive”).  Effective August 26, 

2019, the CBW Act Directive prohibited U.S. banks 

from participating in the primary market for non-ruble 

denominated bonds issued by the Russian sovereign 

and prohibited U.S. banks from lending non-ruble 

denominated funds to the Russian sovereign. 

米議会からの大きな圧力により、法定期限の約 8カ月後

の 2019年 8月 1日に、トランプ大統領は生物化学兵器

法（Chemical and Biological Weapons Control and 

Warfare Elimination Act of 1991（その後の改正を含む）：

以下「CBW法」）に関連する新たな大統領令「［CBW法の

下での］武器拡散に関する制裁及び大統領令第 12851号

の改正（Administration of Proliferation Sanctions and 

Amendment of Executive Order 12851）」を発令しまし

た。これに続き OFACもロシアに関する指令（以下「CBW

法指令」）を公布しました。CBW法指令は 2019年 8月 26

日に発効し、米国の銀行がルーブル以外の通貨建てのロ

シアのソブリン債のプライマリー市場に参入することを禁止

するとともに、米国の銀行がロシア政府にルーブル以外の

通貨建てで融資することを禁止しました。 

Sanctions on Attempted Election Interference in 

U.S. Midterm Elections 

米中間選挙への介入の試みに対する制裁 

On September 30, 2019, OFAC sanctioned Russian 

actors who attempted to influence the 2018 U.S. 

midterm elections. Specifically, OFAC designated four 

entities, seven individuals, three aircraft, and a yacht, 

all of which are associated with the Internet Research 

Agency and its financier, Yevgeny Prigozhin. OFAC 

determined that the Internet Research Agency used 

fictitious personas on social media and disseminated 

false information in an effort to influence the 2018 U.S. 

midterm elections. This action represented the first 

time that OFAC imposed sanctions under E.O. 13848, 

“Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign 

Interference in a United States Election,” although it 

issued similar sanctions under E.O. 13757 in 

December 2016 after Russian interference in the 

November 2016 elections.   

2019年 9月 30日、OFACは 2018年の米中間選挙に介

入しようとした複数のロシア人を制裁対象としました。具体

的な制裁対象は企業 4社、個人 7名、航空機 3機及びヨ

ット 1隻で、その全てが Internet Research Agency及び

その大規模投資家である Yevgeny Prigozhin氏と関わり

がありました。OFACは、Internet Research Agencyが

2018年の米中間選挙に介入しようとして、ソーシャルメデ

ィア上で架空の人物を使い、偽の情報を流したと判断しま

した。この案件は「米国の選挙への外国の介入に対して制

裁を課す（Imposing Certain Sanctions in the Event of 

Foreign Interference in a United States Election）」大統

領令第 13848号に基づいて OFACが制裁を課した初め

てのケースとなりましたが、2016年 11月の選挙へのロシ

アの介入後の 2016年 12月にも、OFACは同様の制裁を

大統領令第 13757号に基づいて発動しています。   

Nord Stream 2 Project ノルドストリーム 2プロジェクト 

In December 2019, President Trump signed into law 

the Protecting Europe’s Energy Security Act of 2019 

(“PEESA”), as part of the National Defense 

Authorization Act for Fiscal Year 2020. As we 

2019年 12月、トランプ大統領は、2020年度国防権限法

（NDAA）の一部となる「欧州エネルギー安定確保法

（Protecting Europe’s Energy Security Act of 2019

（PEESA））に署名しました。この問題については過去のア
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discussed in a previous alert on the topic, PEESA 

requires the Secretary of State to issue a report within 

60 days, and every 90 days thereafter, on (1) vessels 

that engaged in pipe-laying at depths of 100 feet or 

more below sea level for the construction of the Nord 

Stream 2 pipeline, the TurkStream pipeline, or any 

successor project; and (2) foreign persons determined 

to have knowingly: (i) sold, leased, or provided those 

vessels for the construction of any such pipeline; or (ii) 

facilitated deceptive or structured transactions to 

provide those vessels for such a project. As a result of 

being identified in any of the reports, the following 

sanctions would be mandatory (unless the President 

certifies that any identified foreign persons (individuals 

or entities) engaged in good faith efforts within 30 days 

of enactment to wind down sanctionable operations): 

(A) The assets subject to U.S. jurisdiction of any 

foreign persons identified in (2) above would be 

required to be blocked (or frozen); and (B) The 

corporate officers and principal shareholders of any 

company owning a vessel identified in (1) above, as 

well as any foreign persons identified in (2) above, 

would be denied visas and prohibited from entering the 

United States. 

ラートでも取り上げましたが、PEESAは国務長官に対し、

(1)海面下 100フィート以上での海底パイプライン「ノルドス

トリーム 2」及び「トルコストリーム」の敷設その他これを後

継するプロジェクトを行った船舶、並びに(2)「知りながら」(i)

当該パイプラインの敷設のためにそれらの船舶を販売、リ

ース又は提供し、又は(ii)そのようなプロジェクト用の船舶を

提供すべく偽装され、若しくはストラクチャリングされた取引

を手助けした外国人についての報告書を［この法律の施行

から］60日以内に、かつ以後 90日ごとに提出するよう求

めています。この報告書で報告された場合、下記の資産凍

結・入国禁止の制裁を受けねばなりません。ただし、法律

の施行から 30日以内に、制裁対象の業務を中止するた

めに誠実に努力した外国人（個人か企業かを問いません）

であると大統領が認めた場合は、これに当たりません。 

(A)上記(2)に該当する外国人の資産のうち米国の裁判管

轄に服するものの凍結（又は封鎖）、並びに(B)上記(1)に

該当する船舶を所有する企業の役員及び主要株主並びに

上記(2)に該当する外国人のビザの発給拒否及び米国へ

の入国禁止。 

D. Cuba D. キューバ 

In 2019, the Trump Administration furthered its policy 

of tightening sanctions against Cuba, which were 

previously relaxed under the Obama Administration.  

2019年、トランプ政権は、オバマ政権下では緩和されてい

たキューバに対する制裁をより一層推し進めました。 

Helms-Burton Act ヘルムズ・バートン法 

On April 17, 2019, Secretary of State Pompeo 

announced that the Trump Administration would no 

longer waive Title III of the Cuban Liberty and 

Democratic Solidarity (Libertad) Act (the “Helms-Burton 

Act”), causing it to enter into full force on May 2, 2019. 

Title III of the Helms-Burton Act, which was signed into 

law in 1996, allows U.S. nationals to sue any person 

who “traffics” in property confiscated from them by the 

Cuban government on or after January 1, 1959. After 

an E.U. challenge to the U.S. law before the World 

Trade Organization, and a subsequent settlement 

between the two jurisdictions in the late 1990s, the 

United States agreed to waive the application of 

Helms-Burton Title III – a position that Presidents of 

both parties continued for more than two decades – 

until the Trump Administration decided to allow Title III 

ポンペオ国務長官は、2019年 4月 17日、トランプ政権は

キューバ自由民主連帯法（ヘルムズ・バートン法）第 3章

の適用除外を撤廃することを発表しました。これにより、同

法第 3章の規定は 2019年 5月 2日から全面的に適用さ

れることになりました。ヘルムズ・バートン法第 3章（1996

年発効）は、1959年 1月 1日以降にキューバ政府から接

収された米国民資産に関する「取引を行う（traffics）」者に

対して、当該米国民が訴訟提起することを認めるもので

す。ヘルムズ・バートン法第 3章の適用除外は、世界貿易

機関における EUからの異議申立、その後の 1990年代

後半の EU・米国間の和解を経て、1996年に発効しまし

た。その後の大統領は、所属政党にかかわらず、20年以

上この立場を維持してきましたが、トランプ政権がこれを覆

しました。 

本件に関するアラートで詳しく述べたとおり、この適用除外

の撤廃により、多くの人がヘルムズ・バートン法第 3章の
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to enter into effect. As we detailed in an alert on the 

issue, the flood of lawsuits many expected under Title 

III has yet to pan out, but this is a space worth 

watching heading into 2020. Of note, the U.S. District 

Court for the Southern District of Florida recently 

dismissed two claims against cruise companies under 

Title III of the Helms-Burton Act. Specifically, the court 

held that the cruise companies did not traffic in 

property subject to Title III by docking at a port facility 

in Cuba previously owned by a U.S. national because 

the plaintiff’s Cuban lease would have expired several 

years before the arrival of the cruise ships. The cases 

can be found here and here.  

下で膨大な数の訴訟が提起されると予想しており、2020

年はこの問題から目が離せません（もっとも現時点では未

だそのような事態には至っていませんが）。このなかで、米

国フロリダ州南部地区連邦地方裁判所が最近、ヘルムズ・

バートン法第 3章に基づいて提起されたクルーズ船会社

に対する訴訟 2件を棄却したことは注目に値します。同連

邦地裁は、被告クルーズ船会社の船舶が、原告米国民が

以前所有していたキューバにある港湾施設に停泊していた

のは事実であるが、これをもって、ヘルムズ・バートン法第

3章の対象となる資産について取引を行っていたとは言え

ないと判示したのです。その理由として、被告の当該キュ

ーバ港湾施設の賃借権は、クルーズ船が着港する数年前

に期間満了で消滅していたことが挙げられました。詳しくは

こちらをご覧ください。 

Revocation of People-to-People Authorization 人的交流許可の取消し 

On June 5, 2019, the Trump Administration amended 

the Cuban Assets Control Regulations (“CACR”) to 

remove the authorization for individual people-to-

people educational travel to Cuba. The people-to-

people authorization was added to the CACR as part of 

the Obama Administration’s attempt to enhance U.S.-

Cuba relations. The program’s intent was to increase 

the ability of U.S. citizens to travel to Cuba to directly 

engage with the Cuban people. Specifically, the 

people-to-people authorization allowed individuals to 

travel to Cuba, provided that the traveler engaged in a 

full-time schedule of educational exchange activities 

intended to enhance contact with the Cuban people, 

support civil society in Cuba, or promote the Cuban 

people’s independence from Cuban authorities. 

Without the people-to-people authorization, U.S. 

persons may now only travel to Cuba under a more 

narrow set of exemptions, including to visit family, 

support humanitarian projects, or participate in 

religious activities, or as part of a structured group 

people-to-people trip, among others.  

2019年 6月 5日、トランプ政権は、キューバ資産管理規

則（CACR）を変更し、「教育関連活動・人的交流」の渡航

区分によるキューバへの個人渡航を禁止しました。この渡

航区分は、オバマ政権による米国とキューバの関係強化

策の一環として、キューバ国民との直接交流を目的とする

米国民のキューバへの渡航を推進すべく、CACRに追加

されたものでした。これは特に、キューバ人との交流促進・

キューバの市民社会への支援・キューバ人のキューバ政

府からの自立支援を目的とする教育関連活動に全日程を

充てることを条件に、個人のキューバへの渡航を許可して

いました。 

今回の CACRの変更により、米国民によるキューバへの

渡航が例外的に認められる範囲は狭まり、家族訪問、人

道的プロジェクトの支援、宗教活動への参加、又は計画さ

れたグループによる人的交流旅行の一環として行われる

場合などに限定されることとなりました。 

U-Turn Payments U ターン取引 

In September 2019, OFAC amended the CACR again to 
revoke the so-called “U-turn” authorization allowing U.S. 
“banking institutions” to process Cuba-related 
payments, so long as they originated and terminated 
outside the United States and neither the originator nor 
the beneficiary were persons subject to U.S. jurisdiction. 
With the U-turn authorization’s revocation, financial 
institutions subject to U.S. jurisdiction may no longer 
process such payments.  

2019年 9月、OFACは、CACRをさらに変更し、いわゆる

「Uターン」取引の許可を撤廃しました。以前は、キューバ

に関連する支払であっても、それが米国外で発生して完了

し、かつ、送金人も受取人も米国の管轄権に服する者でな

い場合は、米国の「金融機関」はこれを処理することができ

ました。しかし、Uターン取引の許可が撤廃されたことで、

米国の管轄権に服する金融機関は前記のような取引を処

理することができなくなりました。  
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E. China E. 中国 

Amid President Trump’s trade war with China, the 
United States continued to escalate sanctions pressure 
on China in 2019. 

トランプ大統領が中国と貿易戦争を繰り広げる中、米国は

2019年、中国への制裁圧力をさらに強めました。 

COSCO COSCO 

As outlined above, the United States ended waivers in 

May 2019 for China to import Iranian oil. In the months 

following the termination of the waivers, rumors 

abounded that China continued to import such oil, 

perhaps daring the United States to take action against 

it. On September 25, 2019, OFAC responded, 

designating COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co. Ltd. 

and certain other entities and individuals as Specially 

Designated Nationals (“SDNs”) for transporting Iranian 

oil and petroleum products. The sanctions were a 

significant, but limited, action, given that OFAC 

specifically noted that the sanctions targeted only 

certain subsidiaries of the massive COSCO shipping 

conglomerate.  

2019年 5月、米国は中国に対するイラン産原油輸入に関

する制裁の適用除外措置を撤廃しました。撤廃から数か月

間は、撤廃後も中国はイラン産原油の輸入を継続している

が、これはおそらく米国を挑発してその出方を見ているの

だろう、という噂が飛び交いました。 

案の定、OFACは、2019年 9月 25日、COSCO 

Shipping Tanker (Dalian) Co. Ltd.の他、いくつかの企業・

個人を、イラン産原油及び石油製品の輸送についての指

定国籍業者（「SDN」）に指定しました。この制裁は、巨大な

COSCO海運コングロマリットのごく一部を対象とするもの

に過ぎず（OFACはこの旨を明確に注記しています）、意

義深くはあるものの、限定的な制裁にとどまりました。 

Hong Kong 香港 

As outlined in our previous alert, President Trump 
signed two bills into law on November 27, 2019, 
mandating sanctions and export restrictions relating to 
Hong Kong.  

The first bill, the Hong Kong Human Rights and 

Democracy Act of 2019 (the “Hong Kong Human 

Rights Act”), requires the Trump Administration to 

submit a report to Congress within six months, and at 

least annually thereafter, on each foreign person 

determined to be responsible for extrajudicial rendition, 

arbitrary detention, torture, or any other gross 

violations of “internationally recognized human rights” 

in Hong Kong. The Administration would then be 

obliged to sanction anyone named in the reports, which 

would include asset freezes, prohibitions on dealing, 

and visa bans. The Hong Kong Human Rights Act also 

requires the Administration to submit reports to 

Congress within six months, and at least annually 

thereafter, on whether the Hong Kong government was 

violating or being used by China to violate U.S. export 

control and sanctions laws.  

Congress also passed a companion bill, “An Act to 

prohibit the commercial export of covered munitions 

items to the Hong Kong Police Force,” which prohibits 

the Administration from issuing licenses to allow the 

export of covered munitions items such as tear gas, 

pepper spray, rubber bullets, stun guns, tasers, and 

当事務所の前回のアラートで概説した通り、2019年 11 月

27 日に、トランプ大統領が香港に関する制裁及び輸出規

制に関する 2つの法案に署名しました。 

第 1の法律「2019年香港人権・民主主義法（Hong Kong 

Human Rights and Democracy Act of 2019：以下「香港

人権法」）」は、法令の根拠なく行われた容疑者の国外移

送、恣意的な拘留、拷問等、香港で行われた「国際的に認

められた人権」に対する重大侵害の責任者と判断される外

国人に関して、米政府が行うべき以下の措置を定めていま

す。 

 法律の施行から6カ月以内に（その後は少なくとも

1年に1回）、上記外国人に関する報告書を、米議

会に提出すること 

 この報告書に挙げられた者に制裁（資産凍結、取

引禁止、ビザ発給の拒否等）を課すこと 

香港人権法は、この他に、香港政府が米輸出規制に関す

る法に違反していないか、また香港政府がそのｖために中

国に利用されていないかについての報告書を、米政府が

米議会に提出することも求めています（法律施行から 6カ

月以内、かつ、その後は少なくとも 1年に 1回）。 

第 2の法律「香港警察に対する対象軍需品の商業的輸出

を禁止する法（Act to prohibit the commercial export of 

covered munitions items to the Hong Kong Police 

Force）」は、香港人権法のコンパニオン法案です。この法

律は、催涙ガス、唐辛子スプレー、ゴム弾、スタンガン、テ
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other crowd control-related items to the Hong Kong 

Police Force. The bill includes narrow exceptions for 

U.S. national and foreign policy interests. 

In response to the bills above, on December 2, 

2019, China announced the suspension of visits to 

Hong Kong by U.S. military ships and aircraft – which 

have visited Hong Kong periodically since China took 

control of the territory in 1997 – and vowed to impose 

unspecified sanctions on various U.S.-based non-

governmental organizations for their purported support 

of the Hong Kong protests. Among the organizations 

identified as potentially subject to sanctions are 

Freedom House, Human Rights Watch, the 

International Republican Institute, the National 

Democratic Institute for International Affairs, and the 

National Endowment for Democracy. 

ーザー銃等、群衆の制御に使用する物品等の対象軍需品

を香港警察に輸出するライセンスの発行を禁止するもので

す。なお、この法案には米国の国策・外交政策上の利益に

関係する限定的な例外が含まれています。 

中国は、これら法案に対する報復措置として、2019年 12

月 2日、1997年の香港の中国返還以来定期的に行われ

てきた米海軍船舶・航空機の香港寄港を停止すると発表し

ました。また、香港での抗議運動を支援しているとして、米

国の各種 NGOに対し、制裁を課す（その内容は明らかに

されていません）と表明しました。制裁対象になる可能性が

ある組織としては、Freedom House、Human Rights 

Watch、International Republican Institute、National 

Democratic Institute for International Affairs及び

National Endowment for Democracyなどが挙げられて

います。 

F. Turkey  F. トルコ 

Perhaps the shortest, and among the strangest, 

sanctions program in OFAC history began after 

conversations between President Trump and Turkish 

President Erdogan resulted in the removal of U.S. 

troops from a portion of Syria along the Turkish border 

and the subsequent Turkish invasion into that region. 

On October 14, 2019, President Trump issued an E.O. 

imposing sanctions on Turkey in response to that 

Turkish military offensive in northern Syria. As we 

noted in a previous alert, E.O. 13894 “Blocking 

Property and Suspending Entry of Certain Persons 

Contributing to the Situation in Syria” authorized 

Treasury to sanction Turkish government agencies, 

officials, and sectors of the economy, as well as to 

impose secondary sanctions on non-U.S. financial 

institutions. Simultaneously with the issuance of E.O. 

13894, OFAC designated three Turkish government 

officials and two Turkish ministries. As these actions 

were directed toward a NATO ally, they represented a 

dramatic shift in U.S. sanctions policy under the Trump 

Administration, since OFAC’s sanctions historically 

have been used against rogue states, terrorist 

organizations, and other malicious actors rather than 

toward international partners.  

Just over a week after designating the parties above, 

the Trump Administration reversed course and 

removed the sanctions on all five persons designated 

under E.O. 13894, making these some of the shortest 

トランプ大統領とトルコのエルドアン大統領の電話会談の

結果、米軍はシリアのトルコ国境周辺地域から撤退を決定

し、トルコ軍が同地域に侵攻しました。これを受けて 2019

年 10月 14日、トランプ大統領は、大統領令第 13894号

「資産凍結及びシリア情勢に寄与する者の入国ビザ発給

停止（Blocking Property and Suspending Entry of 

Certain Persons Contributing to the Situation in Syria）」

を発し、トルコ軍のシリア北部での軍事作戦に関してトルコ

に経済制裁を課しました。以前のアラートでも述べたとお

り、この大統領令は、トルコの政府機関、責任ある立場に

ある政府職員及び各種経済セクターに制裁を課し、非米国

籍の金融機関にも二次的制裁を課す権限を、米財務省に

与えるのです。大統領令第 13894号の発令と同時に、

OFACは、トルコの閣僚 3名と 2つの省庁を制裁対象とし

ました。これは OFACの歴史上おそらく最も短く、かつ極

めて異例な制裁といえるものです。 

まず、これらの措置は NATO同盟国に対して向けられたも

のである点が異例です。従来の OFACによる制裁は、なら

ず者国家、テロ企業等のいわゆる悪者に対して発動され、

同盟国に向けられるものではありませんでした。これはトラ

ンプ政権下での米国の制裁政策が劇的に変化したことの

現れです。 

また、上記大統領令の発令からわずか 1週間で、トランプ

政権は方針を転換し、大統領令第 13894号による上記制

裁をすべて解除しました。これは OFACの歴史上最も期

間の短い制裁実施となりました。もっとも、大統領令自体は

そのまま効力を維持しており、将来、トルコに再度制裁が

課される可能性は残っています。 
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designations in OFAC’s history. However, the E.O. 

remains in place, leaving the possibility of renewed 

sanctions on Turkey in the future. Congress, 

meanwhile, continues to consider legislation to impose 

new sanctions on Turkey independent of the Trump 

Administration’s policies and E.O. 13894. 

米議会では、トランプ政権の政策及び大統領令第 13894

号とは別に、トルコに新たな制裁を課すための法制定の検

討が続けられています。 

G. Expanded Secondary Sanctions G. 二次的制裁の拡大 

2019 dawned with three secondary sanctions programs 

targeting non-U.S. persons for activity outside the 

United States: Iran/Hizballah, North Korea, and Russia. 

The year ended with three more such programs, along 

with dramatically expanded secondary sanctions 

against the original three. In addition to the expanded 

secondary sanctions on Iran and Russia noted in 

sections B and C above, and the new secondary 

sanctions on Turkey noted immediately above, the 

Administration and Congress expanded the secondary 

sanctions authorities in 2019 as follows. 

2019年は、二次的制裁の拡大が顕著であった一年でし

た。まず年明けに、非米国人の国外（イラン・ヒズボラ、北

朝鮮及びロシア）での活動について二次的制裁を加える 3

つのプログラムが制定されました。その後、この 3つのプ

ログラムに対する二次的制裁はさらに急激に拡大され、

2019年後半にはさらに同様の 3つの二次的制裁プログラ

ムが発動されました。 

イランやロシアに対する二次的制裁の急激な拡大につい

ては B項及び C項で、トルコに対する新たな二次的制裁

については前項で述べました。 

米政府及び米議会は、これ以外にも以下のような二次的

制裁の権限強化を行いました。 

On September 9, 2019, the President issued E.O. 

13886, expanding the global terrorism E.O. 13224 

issued shortly after the September 11 attacks in a 

variety of ways, including, as we detailed in our alert, 

authorizing secondary, “correspondent account” 

sanctions against any non-U.S. financial institution that 

knowingly conducts or facilitates any “significant 

transaction” on behalf of any person blocked pursuant 

to the past and current terrorism-related authorities. 

OFAC followed up the President’s action by 

sanctioning the Central Bank of Iran as a supporter of 

terrorism, adding yet another basis for secondary 

sanctions for those who transact with it.  

2019年 9月 9日、大統領は、9月 11日の同時多発テロ

直後に発令された世界テロに関する大統領令第 13224号

の内容を様々な形で拡大する大統領令第 13886号を発

令しました。2019年 9月 23日付のアラートに詳述したと

おり、この大統領令には非米国金融機関のうち、過去又は

現在のテロ関連の大統領令に基づく制裁対象者の代わり

に「重要取引（significant transaction）」を、知りながら行

い、又は手助けしたものに対する二次的な「コルレス口座」

制裁を許可することが含まれます。大統領令に続いて

OFACがテロ支援者であるとしてイランの中央銀行を制裁

の対象としたことで、同銀行と取引する者に二次的制裁を

課す理由が増えました。 

Congress also tucked the “Caesar Syria Civilian 

Protection Act of 2019” within the NDAA. That 

legislation would require the Treasury Department to 

impose broad secondary sanctions, and the State 

Department to impose visa restrictions, on foreign 

persons determined to knowingly: 

米議会もまた、NDAA（米国防権限法）の一部として「2019

年カイザー・シリア市民保護法（Caesar Syria Civilian 

Protection Act of 2019）」の法案を潜り込ませました。この

法律は、知りながら次の行為を行ったと判断された外国人

について、米財務省及び米国務省に対し、幅広い二次的

制裁を課すこと及びビザ発給制限を課すことをそれぞれ義

務付けるものです。 

 Provide significant financial, material, or 

technological support to, or knowingly engage 

in a significant transaction with: (i) the 

government of Syria, including entities it owns 

or controls and senior government officials; 

 次の者に対して重要な財務、物資又は技術的支

援を提供し、又は知りながら次の者との間で重要

取引を行うこと。 (i)シリア政府（国営企業及び政

府高官を含む）、(ii)シリア国内で、又はシリア政

府、ロシア政府若しくはイラン政府のために国軍と
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(ii) a foreign person that is a military contractor, 

mercenary, or paramilitary force operating in a 

military capacity inside Syria or for the Syrian, 

Russian, or Iranian governments; or (iii) foreign 

persons sanctioned by the United States in 

relation to Syria; 

して活動する外国の軍事請負企業、傭兵又は軍

事能力を有する準軍事企業、又は(iii)米国がシリ

ア関連で制裁対象とする外国人 

 Sell or provide significant goods, services, 

technology, information, or other support for 

the government of Syria’s domestic energy 

production; 

 シリアの国内エネルギー生産のために重要な物

品、サービス、技術、情報その他の支援を販売又

は提供すること。 

 Sell or provide aircraft or aircraft parts or 

services that are used for military purposes in 

Syria; or 

 シリアにおいて軍事目的で使用される航空機又は

航空機関連の部品・サービスを販売又は提供する

こと。 

 Directly or indirectly provide significant 

construction or engineering services to the 

government of Syria. 

 シリア政府に対して重要な建設・エンジニアリング

サービスを直接又は間接的に提供すること。 

The NDAA also includes the Otto Warmbier North 

Korea Nuclear Sanctions and Enforcement Act of 

2019, named for the American college student who 

died in 2017 after being tortured in North Korean 

custody and returned to the United States in a coma. 

The Act expands the U.S. secondary sanctions already 

in place against North Korea by mandating blocking or 

correspondent account sanctions on any foreign entity 

providing significant financial services to any person 

sanctioned by the United States involving North Korea.  

NDAAには、北朝鮮での拘束中に拷問を受け、昏睡状態

で米国に帰国した後、2017年に亡くなったアメリカ人大学

生にちなんで名付けられた 2019年オットー・ワームビア北

朝鮮原子力制裁・執行法（Otto Warmbier North Korea 

Nuclear Sanctions and Enforcement Act of 2019）も含

まれています。この法律は、米国による制裁対象者のう

ち、北朝鮮が関与している者に重要な金融サービスを提供

している外国企業に対する資産凍結やコルレス口座制裁

を義務化するもので、北朝鮮に対して既に発動されている

米国の二次的制裁をさらに拡大するものです。 

H. Compliance Commitments Guidelines H. コンプライアンス・コミットメント・ガイドライン 

On May 2, 2019, OFAC published its first-

ever Framework for OFAC Compliance 

Commitments (“Framework”), detailing the essential 

components of a sanctions compliance program. 

Although OFAC reiterated that every company’s risk-

based sanctions compliance program will vary based 

on its own individual risk factors – including the 

company’s size and sophistication, products and 

services, customers and counterparties, and 

geographic locations – OFAC characterized the five 

“essential components” of compliance as requiring: 

(1) management commitment; (2) risk assessment; (3) 

internal controls; (4) testing and auditing; and (5) 

training. At the end of the Framework, OFAC provided 

a list of common “root causes” of sanctions violations 

to help companies evaluate their compliance programs. 

Companies should review their internal compliance 

programs and ensure that they align with these 

OFACは、2019年 5月 2日、史上初めて「OFAC規制コ

ンプライアンス・コミットメントのフレームワーク：Framework 

for OFAC Compliance Commitments」（以下「本フレーム

ワーク」）を公表しました。本フレームワークは、OFAC規制

コンプライアンス・プログラムの本質的な要素について詳細

に定めたものです。以下その内容を整理します。 

 OFAC規制コンプライアンス・プログラムは、その

企業のもつリスク・ファクター（企業の規模及び複

雑さ（sophistication）、製品・サービス、顧客・取引

先並びに所在地等）に応じたものにすべきであり、

各企業によって異なってくる点を繰り返し強調して

います。 

 コンプライアンス・プログラムの「本質的な要素」と

して、(1)経営陣のコミットメント、(2)リスク評価、(3)

内部統制、(4)検査及び監査、並びに(5)研修の5

つを挙げています。 
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guidelines because the Framework makes clear that 

OFAC will “consider favorably” effective sanctions 

compliance programs (and unfavorably ineffective 

ones) when resolving enforcement cases. We provided 

a detailed analysis of OFAC’s compliance 

commitments and linked them to lessons we 

extrapolated from OFAC enforcement cases in the 

previous year.  

 本フレームワークはその末尾で、企業が自社のコ

ンプライアンス・プログラムを評価する際のガイド

ラインとして、違反事象に共通する「主要原因

（root cause）」をリスト化しています。各企業は、

自社の社内コンプライアンス・プログラムが上記ガ

イドラインに沿うものとなるよう見直しをすべきで

す。なぜなら、貴社が万一OFAC規制の執行を受

けることになった場合でも、OFACは、効果的な

OFAC規制コンプライアンス・プログラムを有して

いる企業を「有利に扱う」（また、非効果的な場合

は不利に扱う）ことが明確にされているためです。

当事務所はOFAC規制コンプライアンス・コミットメ

ントの詳細な分析を行い、その結果を昨年の

OFAC規制の執行から得た教訓と関連付けて考

察しています。 

I. Revised DOJ Policy on Voluntary Self-

Disclosures 

I. 自主申告に関する米司法省のポリシー改訂 

On December 13, 2019, the Department of Justice’s 

National Security Division (“NSD”) announced a 

revised policy to encourage voluntary self-disclosures 

(“VSDs”) of criminal violations of export control and 

sanctions laws. As we previously explained, the new 

guidance provides greater clarity regarding the 

incentives for companies that self-report, including a 

presumption that such companies will receive a non-

prosecution agreement and not have to pay a fine, 

absent aggravating factors. The policy reflects NSD’s 

continued emphasis on private-sector cooperation as 

part of its overall strategy to enforce export control and 

sanctions laws. Key takeaways from the revised policy 

are summarized below.  

2019年 12月 13日、司法省の国家安全保障部（NSD）

は、輸出管理・制裁関連法令の違反刑事事件について自

主申告を行うよう促すことを目的とした改訂ポリシーを発表

しました。これまでの当事務所の説明のとおり、新ガイダン

スでは、自主申告を行うインセンティブがより明確にされて

います。 

この改訂ポリシーは、輸出管理・制裁関連法令の実施のた

めの包括的戦略の一環として、引き続き民間セクターの協

力を求めることに注力するという NSDの方針を反映したも

のです。 

改訂後のポリシーの主なポイントは以下のとおりです。 

The updated policy provides greater clarity and 

certainty regarding the outcome of a VSD. The 

policy encourages companies to voluntarily self-

disclose potentially willful violations of export control 

and sanctions laws and provides that “there is a 

presumption that the company will receive a non-

prosecution agreement and will not pay a fine, absent 

aggravating factors” when it: 

改訂後のポリシーには、自主申告を行った場合どうなるか

が明確・確実に記載されている。  最新のポリシーは、故

意に輸出管理・制裁関連法令に違反した可能性があるとき

には、これを自主申告するよう企業に促し、以下を満たす

場合には「責任加重要素がある場合を除き、当該企業は、

訴追免除合意を得て制裁金支払免除を受けるとみなすこ

とができる」としています。 

 voluntarily self-discloses such violations to 

NSD’s Counterintelligence and Export Control 

Section; 

 当該違反についてNSDの対諜報・輸出規制セク

ション（Counterintelligence and Export Control 

Section）に自主申告したこと 

 fully cooperates; and  全面的に協力したこと 

 timely and appropriately remediates.  適時かつ適切に是正措置を講じたこと 
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When aggravating factors warrant a deferred 

prosecution agreement or guilty plea, DOJ 

nevertheless will accord, or recommend to a 

sentencing court, a 50% reduction in fine and not 

require the appointment of a monitor if the company 

has voluntarily self-disclosed, fully cooperated, and 

implemented an effective compliance program at the 

time of the case’s resolution. So, even if aggravating 

factors warrant penalties, the benefits offered to 

companies are concrete: fines are halved and a 

company will not have to undergo the costly and 

invasive process of continued supervision under a 

monitorship. 

仮に責任加重要素があり、訴追延期合意の締結や有罪答

弁が妥当な場合であっても、当該企業が自主申告を行い、

全面的に協力し、かつ、効果的なコンプライアンス・プログ

ラムを実施しているときは、司法省は、判決裁判所に対し

て、制裁金の 50%減額及び監視者（monitor）の任命不要

を勧告します。したがって、責任加重要素があるために制

裁措置が講じられる場合でも、自主申告にメリットがあるの

は明らかです。制裁金が 50%減額されるほか、企業内部

まで入り込む、費用が嵩む監視プログラムに基づく継続的

監督を受けずに済むからです。 

The updated policy applies to financial institutions. 

The prior 2016 policy excluded financial institutions 

from its scope, citing “unique reporting obligations” that 

apply to the financial sector. Many industry participants 

felt that the financial institutions carve-out in the 2016 

policy was unfair and inconsistent with the aim of the 

policy to encourage cooperation in sanctions and 

export control violations, particularly for a sector that is 

a frequent player in the sanctions world. The updated 

policy removes that exclusion, offering financial 

institutions the same benefits of self-disclosure as 

other companies. 

改訂後のポリシーは金融機関にも適用される  改訂前の

2016年版ポリシーでは、金融セクターに適用される「固有

の報告義務」の存在を理由に、金融機関は対象外とされて

いました。この点については、とりわけ制裁対象として金融

機関が度々登場していることを考えれば、2016年版のポ

リシーにおいて金融機関が対象外とされたのは不公平で

あり、制裁・輸出管理法令違反において協力を促すという

同ポリシーの目的にも反しているのではないかとの指摘が

ありました。今回の改訂ポリシーでは、この適用除外規定

が削除され、金融機関も自主申告を行うことで他の企業と

同様のメリットを受けられるものとなっています。 

The revised policy reflects efforts to standardize 

DOJ policy. The revised policy more closely tracks 

analogous DOJ voluntary self-disclosure policies, such 

as the FCPA Corporate Enforcement Policy and the 

Justice Manual guidance on voluntary self-disclosures. 

Although there are some notable differences (the 

primary benefit of the FCPA policy is a presumption of 

a declination rather than a non-prosecution 

agreement), the policies use common definitions and 

many of the disclosure, cooperation, and remediation 

processes closely mirror those found in the FCPA 

policy. Our assessments of the FCPA policy can be 

found here and here. 

改訂後のポリシーには司法省の政策一元化の取組みが

示されている  最新のポリシーは、これと類似した司法省

の自主申告に関するポリシー（FCPA違反企業に対する執

行方針（FCPA Corporate Enforcement Policy）や司法マ

ニュアル（Justice Manual）の自主申告に関するガイダンス

等）により近い内容となっています。いくつか大きな違いが

ある（FCPAに基づく方針・ポリシーの主なメリットは、訴追

免除合意ではなく不起訴処分の推定がなされることにあり

ます）ものの、上記の方針やポリシー、マニュアルにおける

定義は共通しており、公表、協力及び是正案件のプロセス

の多くは、FCPAに基づく方針・ポリシーによるものと非常

に似ています。当事務所による FCPAに基づく方針・ポリ

シーの評価については、こちら及びこちらをご覧ください。 

Compliance with the policy requires careful 

orchestration. To obtain the full benefit of a voluntary 

self-disclosure, NSD emphasizes that companies must 

report violations to NSD’s Counterintelligence and 

Export Control Section. Although NSD encourages 

reporting to regulatory agencies that handle 

administrative enforcement of export control and 

sanctions laws, reporting to such agencies – including 

ポリシーを遵守するにあたっては慎重な調整が必要である  

NSDは、企業が自主申告を行って全面的にメリットを得る

ためには、違反を NSDの対諜報・輸出規制セクションに申

告する必要があることを強調しています。輸出管理・制裁

関連法令の行政執行を司る各規制機関は申告を受理して

いますが、そのような機関（国務省、商務省、財務省等）へ

の申告のみでは、このポリシーの規定する自主申告に関

するメリットを享受するには十分ではありません。そのた
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the State, Commerce, and Treasury Departments – is 

not sufficient to qualify for the benefits of the voluntary 

self-disclosure policy. For that reason, companies must 

carefully consider whether identified violations may be 

criminal in nature, and, if so, how to sequence their 

disclosures to ensure compliance with the terms of the 

policy and to avoid a circumstance where a prior 

disclosure to another agency may bar the organization 

from obtaining the benefit of the policy. 

め、企業としては、対象となる違反行為が犯罪性を有する

かを判断し、もし有するのであれば、司法省のポリシー条

件を確実に遵守し、先に別の機関に公表してしまうことで

当該ポリシーのメリットを得られなくなるような事態を避ける

ため、どのような順番で自主申告を行うかを慎重に検討す

る必要があります。 

J. A U.S. District Court Vacated an OFAC 

Penalty 

J. 米連邦地裁、OFACが課したペナルティを無効に 

2019 concluded with a twist: on December 31, 2019, 

the Northern District of Texas issued an order vacating 

a 2017 OFAC penalty issued against ExxonMobil Corp. 

(“Exxon”). In 2017, OFAC issued a $2 million penalty 

against Exxon because Exxon entered into several 

contracts with the Russian oil and gas firm, Rosneft, 

that were signed by Rosneft’s CEO Igor Sechin. Sechin 

was on OFAC’s SDN List at the time the contracts 

were signed. OFAC asserted that because Sechin 

signed the contracts, Exxon unlawfully “received 

services” (in the form of contract signatures) from an 

SDN in violation of OFAC’s Ukraine/Russia-related 

sanctions. 

2019年は予想外の展開で締めくくられることとなりました。

2019年 12月 31日、テキサス州北部地区連邦地方裁判

所は、OFACが 2017年に ExxonMobil Corp.（「Exxon」）

に課したペナルティを無効としたのです。OFACは、Exxon

がロシアの石油・ガス会社 Rosneftと複数の契約を締結し

たとして、2017年、Exxonに 200万ドルの制裁金を課しま

した。問題の契約に、Rosneftの CEOである Igor Sechin

氏が署名しており、Sechin氏は契約締結当時 OFACの

SDN リストに掲載されていました。OFACは、Exxonは、

契約への署名という形で、OFACのウクライナ／ロシア関

連規制に基づく制裁に違反し、不当に「サービスを受けた」

と主張していました。 

Exxon challenged OFAC’s penalty on three different 

grounds: (1) OFAC’s regulations did not prohibit 

Exxon’s conduct, and OFAC’s interpretation of its 

regulations was not entitled to deference; (2) OFAC’s 

interpretation was arbitrary and capricious; and (3) 

OFAC failed to provide fair notice of its interpretation in 

violation of due process. The Northern District of Texas 

declined to address (1) and (2), but it agreed with 

Exxon’s third contention that OFAC failed to provide 

fair notice that entering into a contract with a non-

sanctioned party that was signed by an SDN 

constituted a violation of the Ukraine-Related 

Sanctions Regulations. Notably, the court cited 

conflicting White House press statements and noted 

that OFAC issued a related FAQ after it imposed the 

penalty on Exxon. The court also pointed out that an 

on-point FAQ for the Burmese sanctions program did 

not apply here, given OFAC’s repeated assertions 

throughout its regulations that “[d]iffering foreign policy 

and national security circumstances may result in 

これに対して Exxonは次の 3つの理由を挙げてこれに異

議を唱えました。 (1) Exxonの行為は OFAC規制で禁止

されているものではなく、OFACが行った自らの規制の解

釈は尊重するに値しないこと。(2) OFACの解釈は恣意的

で一方的であること。(3) OFACは、適正手続に反して、

OFAC規制の解釈に関する公正な告知（fair notice）を行

っていなかったこと。 

テキサス州北部地区連邦地方裁判所は、(1)と(2)について

は判断を示しませんでしたが、OFACが、制裁対象ではな

い当事者との契約の署名者が SDNであった場合は、ウク

ライナ関連制裁規制の違反に該当するとの公正な告知を

行っていなかったという、Exxonの 3番目の主張を認めま

した。特に注目すべきなのは、連邦地裁が、OFAC規制と

相反するホワイトハウスの複数のプレス声明を引用し、

OFACが関連する FAQを発表したのは Exxonに制裁金

を課した後だったと指摘したことです。OFACはビルマ制裁

プログラムに関する FAQの記載を引用して反論していま

したが、連邦地裁は、OFACがその規制の中で繰り返して

いる「外交政策や国家安全保障に係る状況は国や地域に

よって異なるため、文言が同様であってもその解釈は異な

る可能性がある」という主張に立脚し、ビルマ制裁プログラ
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differing interpretations of similar language among the 

parts of this chapter.” 

ムに係るこの問題に関連する FAQは本件には該当しない

としました。 

The action is significant because OFAC actions are 

rarely challenged in court, much less successfully. It 

remains to be seen whether and how OFAC will 

respond or whether the decision will have future 

ramifications on the agency or those it seeks to 

penalize. 

OFACによる法的措置が法廷で争われることは稀であり、

まして無効とされることは滅多にないことを考えると、これ

は意義深いケースであると言えます。OFACが本件にどの

ように対応するのか、あるいはこの判断によって OFACや

OFACの制裁対象者に今後予期せぬ影響が生じうるのか

については、予断を許しません。 

All in all, 2019 was an extraordinary year in sanctions. 

We here in MoFo’s National Security Practice look 

forward to updating you on the ups and downs, and 

twists and turns, as sanctions evolve over the course of 

2020.  

経済制裁関連では、2019年は全般的に異例の年でした。

当事務所の国家安全保障プラクティスグループでは、2020

年の制裁の展開とともに、その動向や複雑な事情について

も最新の情報を随時お届けしていきます。 
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As we mentioned in the first part of our U.S. Sanctions 

Year in Review series, the U.S. Treasury Department’s 

Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) had an 

extraordinarily busy year in 2019, and its enforcement 

activity was no exception. OFAC rolled out 30 public 

enforcement actions in 2019, with 26 civil penalties or 

settlements and four findings of violation. Eleven of the 

enforcement actions were directed at financial 

institutions (“FIs”), four against FIs based in the United 

States and seven against FIs based abroad. However, 

these enforcement numbers can be deceptive in 

assessing overall FI risk, because while slightly more 

than a third of OFAC’s 2019 enforcement actions 

targeted FIs, those institutions paid almost 99 percent 

of the penalties. This is because the penalties 

assessed against FIs averaged around $127 million, 

while the average penalty assessed against non-FIs 

was only about one percent of that amount 

(approximately $1.2 million).  

米国が発動した経済制裁についての連載「2019年の

OFACを振り返って」第 1部で述べたとおり、2019年の米

国財務省外国資産管理局（以下「OFAC」）は例年になく慌

ただしく、執行件数もその例に漏れず相当数に上りました。

公表された OFACの 2019年の執行案件は 30件、うち

26件が民事制裁又は和解で終結し、4件が違反事実を認

定するものでした。執行案件のうち 11件が金融機関に向

けられたもので、その内訳は米国を拠点とする金融機関 4

つと米国外を拠点とする金融機関 7つでした。もっとも、金

融機関の負うリスクを評価するには、執行件数だけを見て

も十分ではありません。なぜなら、2019年の OFACによる

全執行案件のうち金融機関を対象としたものは 3分の 1

強にすぎなかったものの、賦課された制裁金額では、その

99%近くがそれらの金融機関によって支払われたものだっ

たからです。金融機関に課された制裁金の平均額は約 1

億 2,700百万ドルであったのに対し、非金融機関に課され

た制裁金の平均額はそのわずか 1%程（約 120万ドル）に

とどまりました。 

2019 was also notable for the number of enforcement 

actions brought against FIs without voluntary self-

自主申告していない金融機関に対する執行件数について

も 2019年は注目すべき年となりました。上記 11件のうち
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disclosures. Six of the 11 were not voluntarily 

disclosed, with two of these cases receiving 

egregiousness determinations from OFAC and, 

accordingly, the largest penalties of the year. By 

contrast, OFAC determined no case to be egregious 

last year where the FI discovered and voluntarily 

disclosed the violative conduct, resulting in 

dramatically reduced penalties for the confessors. 

These numbers show that FIs must remain vigilant 

against sanctions risks and stand ready to investigate, 

analyze, and rapidly determine whether to disclose 

future potential violations. 

6件は自主申告に伴うものではなく、そのうち 2件が

OFACから悪質と判断され、2019年の最高額の制裁金を

課されました。これに対し、金融機関が自ら違法行為を発

見し申告した案件については、OFACが昨年悪質と判断し

た事案はゼロ件であり、自主申告者に対する制裁は大幅

に軽減されました。これは、金融機関が制裁リスクを常に

警戒し、将来起こる可能性のある違反行為を調査・分析

し、申告の可否を速やかに判断する体制を整えておかなけ

ればならないことを示しています。 

In addition to the enforcement activity noted above, 

OFAC published its “Framework for OFAC Compliance 

Commitments” last May, outlining for the first time the 

“essential elements” OFAC expects a sanctions 

compliance program to possess. These essential 

elements are (1) management commitment; (2) risk 

assessment; (3) internal controls; (4) testing and 

auditing; and (5) training. OFAC’s Framework also 

discusses common “root causes” of sanctions 

compliance program breakdowns. As we previously 

wrote, many of these root causes related to specific 

OFAC enforcement actions. Importantly, OFAC 

mentions in the Framework that it will consider the 

“existence of an effective [sanctions compliance 

program]” as a factor in its analysis when determining 

whether a sanctions violation should be deemed 

egregious (and whether a penalty should be imposed 

at all). With this in mind, FIs should review OFAC’s 

Framework when developing or revising their sanctions 

compliance programs in 2020.  

OFACが、昨年 5月に、制裁コンプライアンス・プログラム

に盛り込むべきだと考える「本質的な要素」を概説した

「OFAC規制コンプライアンス・コミットメントのフレームワー

ク（A Framework for OFAC Compliance 

Commitments）」を公表したことも特筆に値します。「本質

的な要素」とは、(1)経営陣のコミットメント、(2)リスク評価、

(3)内部統制、(4)検査及び監査、並びに(5)研修の五つの

要素です。 

また、上記 OFACのフレームワークは、制裁コンプライア

ンス・プログラムが機能不全を起こした事例に共通する「主

要原因（root cause）」についても分析しています。以前の

アラートでも述べたとおり、この「主要原因」の多くは、特定

の OFACの執行案件に関連しています。 

さらに、OFACがこのフレームワークの中で、「効果的な制

裁コンプライアンス・プログラム備えているか否か」が、制

裁違反を悪質と評価するか、制裁を課すべきかを判断する

際の考慮要素となることを明言していることは重要です。 

このように、金融機関が 2020年に制裁コンプライアンス・

プログラムを策定又は変更する際には、OFACの上記フレ

ームワークを確認する必要があります。 

It’s also worth remembering that OFAC Director 

Andrea Gacki announced last June that OFAC would 

no longer give credit for all types of fines paid to other 

government agencies in multi-agency settlements. 

Rather, OFAC will now only give credit for penalties 

imposed by other agencies arising out of “the same 

pattern of conduct for the same period of time” as 

OFAC violations. OFAC referenced this new policy in 

its two “major bank” settlements last year – involving 

Standard Chartered and UniCredit – and this policy is 

likely to impact FIs more than other types of 

businesses due to the multiple regulators and 

regulatory controls to which FIs are subject. 

制裁金からの既払罰金額の控除について、OFAC局長

Andrea Gacki氏が昨年 6月に行った表明も注目に値しま

す。OFACは、和解において他の政府機関に支払った罰

金額を、その罰金の種類を問わず、全て制裁金から控除し

てきましたが、これを今後は中止すると発表したのです。

OFACが今後控除対象とするのは、OFAC規制違反行為

と「同時期になされた、同パターンの行為」について他の行

政機関が科した罰金のみとなります。OFACは、昨年の大

手銀行の和解事案 2件（スタンダード・チャータード銀行及

び UniCredit）においてこの新しいポリシーを引用しました。

このポリシーは、他業種に比べて金融機関に与える影響

が最も大きいと思われます。なぜなら、金融機関では、規

制当局や規制上の統制が多岐にわたるためです。 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
https://www.mofo.com/resources/insights/190604-ofacs-sanctions-compliance.html
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
http://www.mofo.jp/20190604_Client_Alert.pdf
https://www.wsj.com/articles/treasury-department-changes-approach-to-fines-in-sanctions-cases-11560552590
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190408_scb_webpost.pdf
https://www.wsj.com/articles/treasury-department-changes-approach-to-fines-in-sanctions-cases-11560552590
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190408_scb_webpost.pdf
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OFAC’s FI cases in 2019, as in prior years, strongly 

suggest that the agency holds FIs to higher compliance 

standards than other types of businesses. This is likely 

due to the size and sophistication of FIs, their critical 

role in ensuring the integrity of the U.S. and 

international financial systems, and the essential part 

they play in ensuring corporate sanctions programs are 

effectively implemented. While OFAC does not 

generally prescribe particular sanctions compliance 

procedures, other than as noted in its Compliance 

Commitments, it does give hints of its compliance 

expectations in its public enforcement actions. FIs 

need to be aware of these expectations as they can 

factor significantly into whether OFAC views 

problematic conduct as worthy of a monetary penalty. 

Accordingly, MoFo’s National Security team has, once 

again, collected the latest lessons from OFAC’s FIs 

enforcement actions last year. These Top 10 lessons 

should be valuable for FIs and non-FIs alike, although 

we will focus on OFAC’s non-FI enforcement cases in 

the third part of our OFAC Year in Review series 

tomorrow: 

OFACが 2019年に扱った金融機関事案は、これまでと同

様に、OFACが金融機関に対して、他業種よりも高いコン

プライアンス水準を要求していいることを強く示唆していま

す。その理由は、金融機関は規模が大きく、高度な専門知

識を有し、また米国内外の金融システムの誠実性の担保

に重要な役割を果たすこと、及び企業制裁プログラムの実

効性を確保するにあたり金融機関が欠かすことのできない

役割を果たしていることにあると思われます。  

OFACは、特定の制裁コンプライアンス手続について一般

的な規定を行ってはいません（ただし「コンプライアンス・コ

ミットメント」中の記載は例外です）が、公表された執行案件

を通じて、コンプライアンス上何が求められているかについ

てヒントを与えています。金融機関は、そのようなコンプライ

アンスに対する OFACの期待値について、知っておく必要

があります。なぜなら、このような期待値は、OFACが特定

の問題ある行為が制裁金賦課に値すると判断するにあた

って、大きく影響してくるからです。 

そのため、当事務所の国家安全保障チームでは、今一

度、昨年 OFACが金融機関に対して発動した執行案件か

ら学ぶべき最新の教訓をまとめました。この教訓トップ 10

は、金融機関にとっても、金融機関以外の組織にとっても、

同様に価値ある情報となるものと考えます。OFACの非金

融機関を対象にした執行事案については連載「2019年の

OFACを振り返って」第 3部で詳しく検討します。 

1. Preventing payments from embargoed 

jurisdictions through the United States remains a 

key OFAC focus. 

1. 禁輸対象国に関する送金を防ぐことは引き続き OFAC

の最重要課題 

In 2019, the Trump Administration removed a general 

license authorizing U.S. FIs to process “U-turn 

payments” – payments where the originator and 

beneficiary are non-U.S. persons outside the United 

States – involving Cuba. This brings OFAC’s Cuba 

program in line with OFAC’s other comprehensive 

sanctions programs (Iran, North Korea, Syria, and the 

Crimea region of Ukraine) and means that FIs need to 

remain vigilant to ensure they are not wittingly or 

unwittingly processing payments involving these 

jurisdictions through the United States. OFAC’s largest 

penalties in 2019 were the result of these types of 

transactions, which frequently resulted from 

(A) branches in high-risk jurisdictions and/or 

(B) inadequate compliance and legal oversight: 

2019年、トランプ政権は、これまでキューバが関与するい

わゆる「Uターン支払い（U-turn payment）」、すなわち支

払指図人（originator）及び受取人（beneficiary）が米国外

にいる非米国人である決済の処理を米国金融機関に認め

ていた包括ライセンス（general license）を撤回しました。こ

れにより、OFACの対キューバ・プログラムと、OFACの他

の包括的制裁プログラム（イラン、北朝鮮、シリア及びウク

ライナのクリミア地域）との整合性が図られることとなりまし

た。この結果、金融機関は、故意によるか否かを問わず、

上記の国に関係する送金が米国を通じて処理されることが

ないよう、引き続き注意する必要があります。 

2019年に OFACが最高額レベルの制裁金を課した事案

は、この種の取引に関するものです。その原因は、(A) リス

クの高い国・地域の支店を有すること、(B) コンプライアン

ス及び法的監視体制の不備にあるといえます。 

 Branches in high-risk jurisdictions. In one of 

the Standard Chartered Bank (“SCB”) cases 

from April, SCB’s branch in the UAE originated 

 リスクの高い国・地域に支店を有すること    4月に

公表されたスタンダードチャータード銀行（以下

「SCB」）による違反事案の一つでは、SCBのアラ
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thousands of U.S. dollar payments primarily 

related to Iran that were processed through 

SCB’s branch in New York. FIs should ensure 

that any branches or subsidiaries they have in 

high-risk geographies, including those near 

sanctioned jurisdictions or with historic trading 

ties to such jurisdictions, have sufficient 

compliance resources to identify and respond 

to heightened local risks.  

ブ首長国連邦（UAE）支店が、主にイランに関連す

る米ドルでの支払いを指図し、同処理がSCBのニ

ューヨーク支店を通じて行われていました。リスク

の高い地域（制裁対象国の近くにある地域又は同

国と長く通商関係にある地域を含みます。）に支店

又は子会社を置く金融機関は、それらの支店又は

子会社における十分なコンプライアンス人員確保

を徹底し、現地においてより高まっているリスクを

把握し、それに対処できるようにすべきです。 

 Inadequate compliance and legal oversight. 

In a trio of cases involving various UniCredit 

entities last April, UniCredit managers 

developed and implemented a policy to 

process payments related to jurisdictions 

subject to comprehensive U.S. sanctions in 

what UniCredit referred to as an “OFAC 

neutral” manner. However, the UniCredit staff 

who developed the policy did not submit it for 

legal review to either UniCredit’s legal 

department or external counsel. If they had, 

the legal teams might have flagged that the 

policy included instructions to confirm that 

payments “were formatted in a manner that 

ensured U.S. intermediary parties could not 

detect the involvement of OFAC-sanctioned 

parties or countries,” thereby resulting in the 

“stripping” of relevant payment information that 

caused UniCredit to violate U.S. sanctions.  

 コンプライアンス及び法的監視体制の不備    昨

年4月に公表された複数のUniCredit傘下企業が

関与する3件の事案において、UniCreditは、米国

による包括的制裁の対象である国に関連する支

払いを「OFAC中立（OFAC neutral）」と称される

方法で処理するためのポリシーを策定し実行して

いました。にもかかわらず、同ポリシーを策定した

UniCreditの担当者は、同社法務部にも、社外カ

ウンセルにもポリシーを提出せず、法的精査に回

していませんでした。同ポリシーには「OFACの制

裁対象者又は制裁対象国が関与していた場合で

も、米国の仲介者がそれを一切察知できないよう

な形で決済手続を構成する」指示が盛り込まれて

いたのです。まさにこの指示により、重要な決済情

報が剥ぎ取られ、UniCreditが米国の経済制裁法

規に違反することとなったのです。もしそのポリシ

ーが適切な法的精査を経ていれば、同社法務部

か社外カウンセルから、このことが指摘されていた

かもしれません。 

2. If you are a non-U.S. financial institution, 

understand your touch points to the United States.  

2. 自身が非米国金融機関である場合、米国との接点を理

解すべき 

Most non-U.S. FIs know that processing U.S. dollar 

payments related to transactions taking place outside 

the United States carries U.S. sanctions risks because 

those payments are often cleared through the United 

States. However, this is obviously not the only way for 

non-U.S. FIs or activities to come under U.S. 

jurisdiction. Last year two cases illustrated the risks of 

(A) bulk U.S. dollar funding arrangements, and 

(B) intermediate U.S. ownership structures that 

brought non-U.S. FIs and activities under U.S. 

jurisdiction: 

米国外で行われた取引に関する米ドルの支払いは、その

決済が多くの場合米国経由でなされるために、米国による

制裁にさらされるリスクを有します。このことは、ほとんどの

非米国金融機関にとって周知の事実です。しかし当然なが

ら、これ以外にも非米国金融機関又は米国外の活動が違

反とされる場合があります。昨年の 2件の事案では、

(A) 米ドル資金の一括調達に関する取決め、及び(B) 米国

の中間企業による保有・支配構造についても、非米国金融

機関及び米国外の活動が違反とされるリスクがあることが

示されました。 

 Bulk U.S. dollar funding. In the British Arab 

Commercial Bank (“BACB”) case from 

September, the U.K.-based BACB developed 

an internal “book transfer” mechanism to 

 米ドル資金の一括調達    9月に公表されたBritish 

Arab Commercial Bank（以下「BACB」）の事案で

は、英国に本社を置くBACBが、米国経由の取引

について、スーダン人の顧客のために米ドルの支

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190415_uni_webpost.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190415_uni_webpost.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190917_bacb.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190917_bacb.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190917_bacb.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190917_bacb.pdf
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process U.S. dollar payments on behalf of 

Sudanese customers without clearing those 

transactions through the United States. 

However, to process the book transfers, BACB 

needed a supply of U.S. dollars to fund book 

transfer-related accounts. BACB funded these 

accounts by sourcing U.S. dollars in bulk from 

European FIs that, in turn, sourced those 

dollars from the United States. While the book 

transfer process appears to have successfully 

avoided U.S. jurisdiction, OFAC found that 

because BACB’s bulk U.S. dollar funding 

“corresponded” to individual payments related 

to Sudan, the bulk funding transactions 

violated U.S. sanctions against Sudan at the 

time. 

払いを無承認で処理できる内部的な「帳簿振替」

の仕組みを開発しました。しかし、帳簿振替を行う

には、BACBは帳簿振替関連の口座に資金を振り

込むために、米ドルの供給を受ける必要がありま

した。そこで、BACBは欧州の金融機関から米ドル

を一括で調達して、上記口座に資金を振り込み、

他方欧州の金融機関は米ドルを米国から調達し

ていました。この帳簿振替のプロセスは、一見米

国の管轄権を上手く回避したかの様に見えました

が、BACBによる米ドル資金の一括調達が、スー

ダンに関連する個別の決済に「対応」していたた

め、OFACはこの一括資金調達取引が米国の対

スーダン制裁に違反していると認定したのです。 

 Intermediate U.S. ownership structures. 

Both the Allianz and ACE Limited cases from 

December involved non-U.S. FIs selling 

insurance products outside the United States. 

Both Allianz and ACE were ultimately owned 

by non-U.S. companies. However, they were 

each owned or controlled by an intermediate 

company incorporated in the United States, 

thus bringing them under OFAC’s regulations 

related to Iran and Cuba. Without intermediate 

U.S. ownership or control, it appears that none 

of Allianz or ACE’s conduct would have been 

subject to U.S. sanctions. 

 米国の中間企業による保有・支配構造  12月に

公表されたAllianz事案とACE Limited事案のいず

れにも、米国外で保険商品を販売する非米国金

融機関が関与していました。AllianzもACEもその

最終親会社は非米国企業です。しかし、両社はそ

れぞれ米国に設立された中間企業に保有又は支

配されていたため、両社はイラン及びキューバ関

連のOFAC規制の適用を受けることになりました。

米国の中間企業による保有又は支配がなけれ

ば、AllianzもACEもその行為が米国による制裁対

象となることはなかったでしょう。 

3. OFAC expects financial institutions to have 

sophisticated sanctions compliance programs.  

3. OFACは、金融機関に対しては、より高度なコンプライ

アンス・プログラムを備えることを期待していること 

While many of OFAC’s trade cases focus on the failure 

of non-FIs to catch matches to names on OFAC’s List 

of Specially Designated Nationals and Blocked 

Persons (“SDN List”), those involving FIs suggest 

higher compliance expectations – which may be 

replicated in the future against non-FIs – including that 

FIs (A) organize business data to inform sanctions 

screening, (B) block accounts of companies 

beneficially owned by individuals in embargoed 

countries, (C) utilize IP blocking software and 

(D) use sanctions exclusion clauses in contracts: 

OFACが扱う取引事案の多くは、金融機関以外の組織

が、OFACの特定指定国籍業者リスト（以下「SDN リス

ト」）に掲載されている名前の照合を怠ったことに関連する

事案です。他方、金融機関が関与する事案では、金融機

関に対しより高度なコンプライアンス・プログラムの具備が

期待されており（これは、今後、金融機関以外の組織にも

期待される可能性があります。）、これを怠ったことがポイ

ントになっているようです。具体的には、金融機関に対し

て、(A) 制裁対象者のスクリーニングにあたっての情報収

集に向けた事業データの構築、(B) 禁輸対象国における個

人が実質的に所有する会社の口座凍結、(C) IPブロック

のためのソフトウェアの活用、及び (D) 制裁対象除外に関

する契約条項の利用等が期待されています。 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_agr.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_ace.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_agr.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_ace.pdf
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 Organize business data to inform sanctions 

screening. In the Western Union case from 

June, Western Union collected business data 

including location information while onboarding 

a new sub-agent in The Gambia. Western 

Union stored this information in its systems as 

an agent location of a partner bank, and not as 

a discrete legal entity acting as a sub-agent. 

Unfortunately, the new sub-agent was later 

designated as a Specially Designated Global 

Terrorist (“SDGT”). Despite holding the 

SDGT’s location data in its systems, Western 

Union “did not screen location data for 

sanctions-related issues” as part of its process 

to review agents and sub-agents acting on its 

behalf. If Western Union had incorporated the 

location data available in its systems into its 

screening process, it may have avoided doing 

business with an SDGT and a fine from OFAC. 

This lesson is particularly critical for FIs dealing 

with legacy systems that may not have been 

created with the current screening processes 

in mind. 

 制裁対象者のスクリーニングにあたっての情報収

集に向けた事業データの構築    6月に公表された

Western Union事案では、Western Unionはガン

ビアの新たなサブエージェントの事業データ（所在

地情報を含む）を収集していました。Western 

Unionはこの情報を、サブエージェントの各法人で

はなく、エージェントである取引先銀行の所在地情

報としてシステムに記録・保存していました。ところ

がこの新たなサブエージェントは、その後特別指

定国際テロリスト（以下「SDGT」）の指定を受けて

しまいました。しかし、Western Unionは、自社を

代理するエージェントとサブエージェントについて

制裁関連事項に係る精査を行うにあたり「所在地

データのスクリーニング」を行っていませんでした。

仮にWestern Unionがシステムに保存された所在

地データの検証をスクリーニング・プロセスに組み

込んでいたとすれば、SDGTとの取引もOFACか

ら制裁金を課されることも避けられたかもしれませ

ん。この教訓は、現行のスクリーニング・プロセス

を想定していなかったであろう旧式のシステムを

扱う金融機関にとっては、とりわけ重要です。 

 Blocking accounts of companies 

beneficially owned by individuals in 

embargoed countries. In the SCB settlement 

agreement from April, OFAC noted that “while 

[SCB] had previously blocked the account of [a 

non-Iranian company’s] Iranian national 

beneficial owner due to sanctions risk, SCB 

Dubai maintained an account relationship” with 

the company, processing over $150 million in 

transactions through the United States on the 

company’s behalf. OFAC viewed these 

services as violating U.S. sanctions against 

Iran because even though the company itself 

was not Iranian, the benefit of processing 

transactions for the company was received in 

Iran, presumably by the Iranian beneficial 

owner. 

 禁輸対象国において個人が実質的に所有する会

社の口座凍結    4月に公表されたSCBとの和解

契約の中でOFACが認定したところでは、SCBは

非イラン企業の実質的所有者であったイラン人の

口座を、対イラン制裁を理由に以前から凍結して

いましたが、SCBのドバイ支店は同企業の口座を

維持し、同企業のために1億5,000万ドルを超える

額の取引を、米国を通じて処理していました。

OFACは上記サービスを、米国の対イラン制裁に

違反するものと認定しました。対象企業自体はイ

ラン国籍ではないものの、同企業のための取引に

よる利益がイランで受け取られていたからです（お

そらくその受取人は、実質的所有者たるイラン人と

推定されます。）。 

 IP blocking. In its settlement agreement with 

SCB, OFAC noted that SCB “did not 

implement any controls to restrict access” to its 

online and mobile banking platforms from 

comprehensively sanctioned jurisdictions until 

2013. Without such controls, SCB customers 

originated thousands of U.S. dollar payments 

 IPブロック    OFACとSCBとの和解契約によると、

SCBは、2013年まで、自社のオンライン上及びモ

バイル上のバンキング・プラットフォームにおい

て、包括的制裁対象国からのアクセスを制限する

ための制御措置を一切実施していませんでした。

そのような制御措置がなかったため、SCBの顧客

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190607_western_union.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190607_western_union.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/scb_settlement.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/scb_settlement.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/scb_settlement.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/scb_settlement.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/scb_settlement.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/scb_settlement.pdf
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that were processed through SCB’s branch in 

New York in violation of multiple sanctions 

programs. 

は、数千ドルもの支払を指図し、SCBのニューヨー

ク支店を通じて処理させ、複数の制裁プログラム

に違反することになりました。 

 Sanctions exclusion clauses. In the ACE 

Limited case from December, OFAC noted that 

ACE’s global insurance policies did not contain 

“sanctions exclusion clause[s,]” which would 

have excluded transactions that could violate 

U.S. sanctions from coverage. OFAC stated 

that it viewed the lack of sanctions exclusion 

clauses in ACE’s insurance policies as a failure 

to “implement adequate internal controls” (a 

reference to OFAC’s Compliance Framework).   

 制裁対象除外に関する契約条項  12月に公表

されたACE Limited事案で、OFACは、ACEのグ

ローバル保険契約には制裁除外条項が盛り込ま

れておらず、仮に同条項があったとすれば、米国

の経済制裁法規に違反する取引を補償範囲から

除外できたはずだと認定しました。OFACは、ACE

が、グローバル保険契約に制裁除外条項を設け

なかったことは、「十分な内部統制を実施」（OFAC

のコンプライアンス・フレームワークからの引用）し

なか、った結果だとしています。 

4. No matter how sophisticated your compliance 

program is, it won’t work if your employees don’t 

use it properly.  

4. いかに洗練されたコンプライアンス・プログラムを有して

いても、従業員がそれを適切に活用しなければ機能しない

こと 

Companies need to ensure that they cultivate a 

culture of compliance, and train employees to 

understand how to adequately use their compliance 

systems. For example, in the UniCredit cases from 

April, UniCredit had a group sanctions policy in place 

that “clearly addressed OFAC sanctions concerns and 

restricted the processing of transactions denominated 

in USD on behalf of [sanctioned parties].” Despite this 

policy, OFAC noted that employees at UniCredit’s 

German subsidiary processed payments related to the 

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (“IRISL”) even 

after receiving an email policy directive not to process 

such payments. OFAC also noted that employees of 

UniCredit’s Italian subsidiary “ignored or fail[ed] to 

adhere to UniCredit Group sanctions policies” by 

processing U.S. dollar payments on behalf of persons 

located in comprehensively sanctioned countries. 

各企業は、コンプライアンス文化を醸成するとともに、自社

のコンプライアンス制度の適切な活用方法を理解するため

の研修を従業員に施す必要があります。例えば、4月に公

表された UniCredit事案で、OFACは、UniCrediグループ

が導入していた制裁ポリシーは、「OFACの制裁をめぐる

懸念に明確に対処しており、［制裁対象者］のために米ドル

建ての取引を処理することを制限するもの」と認定していま

す。しかし、このポリシーがあるにもかかわらず、UniCredit 

のドイツ子会社は、イラン・イスラム共和国シッピング・ライ

ンズ（以下「IRISL」）に関する支払を処理していました。し

かも、OFACの認定によれば、このよう決済処理を行わな

いようにという、ポリシーに即した指示を事前に Eメールで

受けていたのです。さらに、OFACによれば、UniCredit の

イタリア子会社は、「UniCreditグループの制裁ポリシーを

無視し、又はそれを遵守することなく」、包括的制裁対象国

に所在する者のために、米ドルでの支払を処理していまし

た。 

5. Test, audit, and enhance sanctions compliance 

programs.  

5. 制裁コンプライアンス・プログラムのテスト、監査及び強

化 

OFAC listed testing and auditing as an “essential 

component” of a sanctions compliance program in its 

Compliance Commitment Framework. FIs that do not 

test their programs may discover that these programs 

do not work as intended. In particular, FIs need to 

(A) test and audit any ring fencing policies designed 

to allow limited business with sanctioned parties 

outside the United States, (B) ensure sanctions 

compliance systems incorporate information from 

customer due diligence, and (C) establish 

OFACは、そのコンプライアンス・コミットメント・フレームワ

ークの中で、検証と監査の実施を、制裁コンプライアンス・

プログラムの「不可欠な部分」と位置付けています。自社プ

ログラムの検証を行わない金融機関は、同プログラムが想

定どおりに機能していないと感じることになるでしょう。特に

金融機関は、(A) 米国外の制裁対象者との取引制限を認

めるためのリングフェンス・ポリシーの検証及び監査を実

施し、(B) 顧客デューディリジェンスから得られた情報を制

裁コンプライアンス制度に確実に組み入れるようにするとと

もに、(C) 制裁関連の問題がしかるべき当事者によって対

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_ace.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_ace.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_ace.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190415_uni_webpost.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190415_uni_webpost.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
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appropriate compliance reporting lines to ensure 

sanctions issues are followed up with the appropriate 

parties: 

処されるよう、適切な指揮命令系統を構築する必要があり

ます。 

 Test and audit ring fencing policies. In one 

of the SCB cases from April, SCB’s affiliate in 

Zimbabwe established a “ring fencing” policy to 

conduct business with OFAC-sanctioned 

parties. However, these efforts were 

unsuccessful in part because the Zimbabwe 

affiliate’s personnel were unaware that their 

customers subject to the ring-fencing policy 

could use credit cards issued in Zimbabwe in 

other countries, including the United States. 

Similarly, in the BACB case, OFAC noted that 

BACB employees believed that all of BACB’s 

Sudan-related transactions, including the bulk 

U.S. dollar funding, would be processed 

outside the United States because they 

apparently did not consider that the bulk U.S. 

dollar transfers would be sourced from the 

United States. 

 リングフェンス・ポリシーの検証及び監査  4月に

公表されたSCB事案の一つでは、ジンバブエにあ

るSCBの関係会社は、OFACの制裁対象者と取

引を行うためにリングフェンス（囲い込み）・ポリシ

ーを策定していました。しかし、この取組みは完全

には功を奏しませんでした。なぜなら、リングフェン

ス・ポリシーの対象となる顧客が、ジンバブエ国内

で発行されたクレジットカードを国外（米国を含む）

でも使えることに、関係会社の社員は気付いてい

なかったのです。同様にBACB事案でも、BACBの

従業員は自社によるスーダン関連の取引（米ドル

資金の一括調達を含む）が全て米国外で処理され

ていたと信じていました。OFACは、その従業員ら

は米ドル資金の一括送金の資金源が米国になる

ことに考えが及ばなかったと思われると、その理

由を分析しています。 

 Ensure sanctions compliance systems 

incorporate information from customer due 

diligence. OFAC noted in SCB’s settlement 

that SCB collected customer due diligence 

information on one of its UAE corporate clients 

indicating the client was owned by an Iranian 

individual who also held an account at SCB. 

However, despite SCB’s customer due 

diligence files indicating the Iranian account 

holder owned the UAE corporate client, “SCB 

did not identify” that the accounts of the two 

were “linked within its internal systems.” As a 

result, SCB’s branch in the UAE processed 

hundreds of payments through the United 

States on behalf of the UAE corporate client 

that OFAC determined violated U.S. sanctions 

against Iran. 

 顧客デューディリジェンスから得られた情報を、制

裁コンプライアンス制度に確実に組み入れること    

SCBとの和解契約によれば、OFACは、SCBが、

UAEのある法人顧客に対する顧客デューディリジ

ェンスを通じて、同顧客の保有者が同じくSCBに

口座を有するイラン人であったことを把握していた

と述べています。かように、SCBの顧客デューディ

リジェンス・ファイルには、イラン人の口座名義人

がUAEの法人顧客を保有していたことが示されて

いたにもかかわらず、SCBは、同法人と同イラン

人の口座が、社内システム内で連携していたこと

を把握できずにいました。その結果、SCBのUAE

支店は、UAEの法人顧客のために米国を通じて

何百件もの支払を処理したことになり、米国の対

イラン制裁に違反したとOFACにより判断されたの

です。 

 Establish appropriate compliance reporting 

lines. In the State Street Bank case from May, 

State Street Bank and Trust Co. (“State 

Street”) had a policy in place that required its 

retiree service staff to refer possible sanctions 

issues to business-aligned compliance staff 

rather than State Street’s central sanctions 

compliance unit that had specialized sanctions 

 コンプライアンスに関する適切な指揮命令系統の

構築  5月に公表されたState Street Bank事案

では、State Street Bank and Trust Co. （以下

「State Street」）が導入していたポリシーでは、制

裁関連の問題が生じるおそれがある場合、制裁に

関する専門知識を有するState Streetの制裁コン

プライアンス部門ではなく、対象業務に携わるコン

プライアンス担当者に同問題を報告するよう、退

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190408_scb_webpost.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190917_bacb.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190408_scb_webpost.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190917_bacb.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/scb_settlement.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/scb_settlement.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190528_ssbt.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190528_ssbt.pdf
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expertise. While escalating sanctions issues to 

business-aligned compliance staff rather than 

sanctions specialists, State Street’s retiree 

service staff processed 45 pension payments 

to U.S. citizens resident in Iran in violation of 

U.S. sanctions against Iran. 

役軍人サービスの担当者に求めていました。制裁

関連の問題を制裁の専門家ではなく対象業務に

携わるコンプライアンス担当者に報告する一方

で、State Streetの退役軍人サービスの担当者

は、米国の対イラン制裁に違反して、イラン在住の

米国民に対する年金の支払いを45件処理してい

ました。 

6. Generally know your customers’ customers.  6. 顧客の顧客に対する身元確認 

No, we are not suggesting that the standard Know 

Your Customer (“KYC”) obligations have been 

supplanted by a new KYCC standard, as some in the 

U.S. State Department have claimed. Yet, FIs should 

generally know your customers’ customers’ lines of 

business and how they are protecting your customers 

and you from sanctions risks. Several of OFAC’s FI 

enforcement actions highlighted the importance of 

knowing who your downstream counterparties are so 

that you can stop them from getting you into trouble. In 

2019, OFAC highlighted the risks posed by (A) third-

party underwriters, (B) general trading companies, 

(C) trade credit assignments, (D) third-party travel 

agencies, and (E) foreign sub-agents: 

私どもは決して、標準的な顧客確認（以下「KYC」）義務

が、「顧客の顧客確認」（KYCC）という新基準に取って代わ

られたと言っている（これは米国国務省の一部関係者が主

張しているようですが）わけではありません。しかし、金融

機関は、顧客の顧客が従事する事業の一般的内容につい

て把握すべきですし、顧客の顧客が、自社の顧客や貴方を

制裁リスクからどのように保護しようとしているのかについ

ても把握しておくべきです。OFACの金融機関に対する執

行案件のいくつかでは、トラブルを避けるために、取引の

川下当事者が誰なのかを把握することの重要性が強調さ

れています。2019年、OFACは(A) 第三者アンダーライタ

ー、(B) 総合商社、(C) 企業間信用の譲渡、(D) 第三者旅

行代理店、及び(E) 海外のサブエージェントについて、リス

クを強調しました。 

 Third-party underwriters. In the Allianz case 

from December, the German financial services 

company, Allianz, operated in Canada through 

a branch of its U.S. subsidiary. The Canadian 

branch sold Cuba travel insurance policies to 

Canadian residents through a Canadian third-

party underwriter without collecting travel 

destination information. Neither the third-party 

underwriter nor the Canadian branch of Allianz 

collected travel destination information from 

their customers upon policy issuance. 

However, the third-party underwriter did collect 

destination information when emergency 

medical assistance was required, revealing 

that many of the travelers went to Cuba. The 

underwriter did not report this information to 

Allianz’s Canadian branch, which ultimately 

sold thousands of Cuba-related insurance 

policies in violation of U.S. sanctions against 

Cuba at the time. 

 第三者アンダーライター  12月に公表された

Allianz事案は、米国子会社を通じてカナダ国内で

事業を展開していたドイツの金融サービス企業

Allianzについての事案です。同社のカナダ支店

は、キューバに関する旅行保険契約を、渡航先情

報を収集することなく、カナダの第三者アンダーラ

イターを通じてカナダ住民に販売していました。第

三者アンダーライターとAllianzのカナダ支店のい

ずれも、保険契約締結にあたって顧客から渡航先

情報を収集していませんでした。実は、この第三

者アンダーライターが、緊急医療支援が必要とな

った際に渡航先情報を収集したところ、旅行者の

多くがキューバに渡航していたことが判明していた

のです。ところが、このことをアンダーライターは

Allianzのカナダ支店に報告していませんでした。

その結果、同支店は何千件ものキューバ関連の

旅行保険契約を（違法に）販売したことになり、米

国の対キューバ制裁に違反することとなりました。 

 General trading companies. In 2013, OFAC 

issued a public advisory describing ways in 

which Iranian persons use general trading 

 総合商社    2013年、イラン人が米国の制裁回避

目的でどのように総合商社を利用するかを説明し

たパブリックアドバイザリー（public advisory）が

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_agr.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_agr.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20130110_iran_advisory_exchange_house.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20130110_iran_advisory_exchange_house.pdf
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companies to evade U.S. sanctions. The first 

SCB case from April demonstrates the risks of 

dealing with these entities without sufficient 

controls in place. In that case, OFAC stated 

that the majority of SCB’s problematic conduct 

“concern[ed] Iran-related accounts … including 

accounts at SCB Dubai held for a number of 

general trading companies” ultimately acting 

on behalf of customers physically located 

and/or ordinarily resident in Iran. 

OFACから出されました。4月に公表されたSCB事

案の最初のケースでは、十分な統制措置なしで上

記のような会社と取引するリスクが示されました。

OFACによると、この事案で問題とされたSCBの

行動の大半は、イラン関連の口座に関するもので

した。すなわち、同口座には、複数の総合商社が

SCBのドバイ支店に保有する口座が含まれてお

り、それらは最終的にはイランに物理的に所在・通

常居住する顧客のためのものだったのです。 

 Trade credit assignments. In the Atradius 

Trade Credit Insurance case from August, a 

company sold cosmetics under a trade credit 

arrangement (whereby a company lends its 

products on credit to retailers who repay the 

credit when products are sold) to the Soho Mall 

in Panama. The cosmetics company 

purchased trade credit insurance from Atradius 

to insure against trade credit defaults from the 

Mall. OFAC later designated the Soho Mall 

pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin 

Designation Act, thereby causing the Mall to 

default on its trade credit. In response, the 

cosmetics company invoked its trade credit 

insurance and assigned the right to collect the 

trade credit to Atradius. Atradius accepted the 

assignment and ultimately collected on the 

trade credit from the Soho Mall. OFAC noted 

that Atradius “did not undertake any 

meaningful analysis or otherwise seek 

confirmation from OFAC that assignment of the 

[Mall]’s debt and acceptance of payment from 

the Soho Mall” was permissible. OFAC found 

that Atradius violated the Narcotics Kingpin 

sanctions by both accepting the assignment of 

and collecting on the designated Soho Mall’s 

trade credit. 

 企業間信用の譲渡  8月に公表されたAtradius 

Trade Credit Insurance事案では、ある企業が企

業間信用契約（会社が信用ベースで小売業者に

自社製品を貸与し、製品が売れた時点で当該小

売業者がその支払をするという取り決め）に基づ

いて、パナマのSoho Mallに化粧品を販売してい

ました。その化粧品会社は、Soho Mallによる信用

取引の不履行を担保するため、取引信用保険を

Atradiusから購入していました。後にSoho Mallは

OFACから、外国麻薬中心人物指定法（Foreign 

Narcotics Kingpin Designation Act）に基づく指

定を受け、その結果、信用取引の不履行に陥りま

した。これを受け、同化粧品会社はAtradiusに対

し、取引信用保険の支払請求を行うとともに、信用

取引上の債権回収の権利を譲渡しました。

Atradiusはこの権利を譲り受け、最終的にSoho 

Mallから信用取引債権を回収しました。OFACに

よると、Atradiusは債権回収の権利の譲受とSoho 

Mallからの支払受領について有意な分析を一切

行っていなかったか、もしくは、これらが認められ

るかについてOFACへの確認を怠っていました。

OFACは、Atradiusが、債権回収の権利を譲り受

けた点、及び債権回収を行った点の二点におい

て、外国麻薬中心人物指定法上の制裁に違反し

たと認定しました。 

 Third-party travel agencies. In the ACE 

Limited case from December, ACE sold group 

travel policies to a European online travel 

agency through a master agreement. The 

travel agency then dealt with customers 

directly, paying ACE a pre-determined 

premium for each specific individual covered 

under the group policy. Unfortunately for ACE, 

many of the individuals who purchased its 

 第三者旅行代理店    12月に公表されたACE 

Limited事案では、ACEは、基本契約を通じて団

体旅行保険契約を欧州のあるオンライン旅行代理

店に販売していました。販売後は同旅行代理店が

顧客と直接やり取りし、ACEに対しては、団体旅

行保険契約の被保険者となる顧客ごとに予め定

められた保険料を支払っていました。ACEにとって

は不運なことに、この欧州の旅行代理店を通じて

保険商品を購入していた者の多くは、キューバ旅

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190408_scb_webpost.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190408_scb_webpost.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190408_scb_webpost.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190816_atci.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190816_atci.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190816_atci.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190816_atci.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_ace.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_ace.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_ace.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_ace.pdf
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insurance products through the European 

travel agency used them for Cuba travel 

coverage, thereby exposing ACE to U.S. 

sanctions liability. 

行の保険として同商品を用いていたため、ACE

は、結果的に、米国の制裁法規違反の責任を負う

ことになりました。 

 Foreign sub-agents. In the Western Union 

case, Western Union had a pre-existing 

relationship with a bank in The Gambia that 

acted as Western Union’s agent. That bank 

entered into a sub-agent relationship with a 

shopping center that was subsequently 

designated as an SDGT. However, Western 

Union entered the SDGT sub-agent into its 

systems as a bank location rather than a 

distinct legal entity, thereby relying on the 

Gambian bank for sanction compliance. This 

reliance proved problematic, as the local bank 

did not notify Western Union after OFAC 

designated the sub-agent. This case 

demonstrates the potential risks of relying on 

business partners for sanctions compliance 

and that, if you do so, you need to ensure they 

understand their obligations under U.S. 

sanctions rules and are capable of fulfilling 

those obligations. 

 海外のサブエージェント    Western Union事案で

は、Western Unionは、同社のエージェントを務め

るガンビアの銀行との間に既存の関係があり、こ

の銀行は、後にSDGTに指定されることとなったシ

ョッピングセンターとサブエージェント関係を結んで

いました。ところが、Western UnionはSDGTに指

定されたサブエージェントを、各法人ではなく、銀

行の所在地としてシステムに入力していたため、

制裁コンプライアンス対策を専らガンビアの銀行

に依存することになりました。この銀行はOFACか

ら指定を受けた後、そのことをWestern Unionに

報告せず、上記の依存関係が問題とされました。

この事案では、制裁コンプライアンス対策を取引

先に依存することの潜在的リスクと、仮に依存す

る場合には、その取引先が米国の制裁規則上の

義務を理解しており、かつその義務を果たす能力

があることを確認する必要性が示されました。 

7. Conflicts of law continue to confound.  7. 法律同士の抵触によって続く混乱 

After President Trump announced the United States’ 

withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of 

Action (“JCPOA”), the European Union updated 

Council Regulation (EC) No 2271/96 (the “EU Blocking 

Statute”), which prohibits EU companies from 

complying with U.S. sanctions against Iran and Cuba. 

As we previously wrote, the Trump Administration 

escalated these issues in 2018 when it required U.S. 

foreign subsidiaries abroad to comply with the same 

Iran sanctions rules as their U.S. parents and in 2019 

when it refused to waive key provisions of the Helms-

Burton Act. In response to the latter escalation, the EU 

issued a joint statement from High Representative 

Federica Mogherini and Commissioner for Trade 

Cecilia Malmström, restating the EU’s “strong 

opposition to the extra-territorial application of 

unilateral Cuba-related measures that are contrary to 

international law.” Canada’s Foreign Extraterritorial 

Measures Act contains provisions similar to the EU 

Blocking Statute for Canadian companies. However, 

トランプ大統領が包括的共同行動計画（以下「JCPOA」）か

らの米国の離脱を表明した後、欧州連合（EU）は、米国の

対イラン制裁及び対キューバ制裁の遵守を欧州企業に禁

じる理事会規則（(EC) No 2271/96）（以下「EUブロッキン

グ規則」）を更新しました。以前も述べたように、この問題に

拍車をかけたのがトランプ政権でした。トランプ政権は、

2018年には、米国企業の海外子会社に対して、親会社と

同様の対イラン制裁の遵守を求めました。また 2019年に

は、ヘルムズ＝バートン法（Helms-Burton Act）の重要条

項の放棄を拒絶しました。2019年の拒絶に対して、EU

は、フェデリカ・モゲリーニ上級代表とセシリア・マルムスト

ローム貿易担当欧州委員による共同声明を出し、EUが

「国際法に反する一方的な対キューバ制裁の域外適用に

断固として反対」する旨を改めて述べました。カナダの域外

措置法（Foreign Extraterritorial Measures Act）には、カ

ナダ企業向けに EUブロッキング規則と似た規定が盛り込

まれています。しかし米国の制裁に同規定の適用はなく、

同規定を根拠にカナダ企業が米国の制裁から免れること

はできません。 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190607_western_union.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190607_western_union.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2271-20180807&from=EN
https://www.mofo.com/resources/insights/190820-helms-burton-blocking-statutes.html
https://www.mofo.com/resources/insights/190820-helms-burton-blocking-statutes.html
https://www.mofo.com/resources/insights/190820-helms-burton-blocking-statutes.html
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2171_en.htm
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-29/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-29/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2271-20180807&from=EN
https://www.mofo.com/resources/insights/190820-helms-burton-blocking-statutes.html
https://www.mofo.com/resources/insights/190820-helms-burton-blocking-statutes.html
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2171_en.htm
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-29/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-29/index.html
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foreign companies may not rely on these provisions to 

violate U.S. sanctions. 

 In the ACE Limited case from December, 

OFAC noted that ACE explained “the lack of a 

sanctions exclusionary clause[s]” in its global 

insurance policies was due to advice it 

received from a European regional compliance 

team to ensure its insurance policies complied 

with the EU Blocking Statute. Despite 

conflicting laws between the EU and the United 

States, OFAC held ACE liable for the Cuba-

related travel policies ACE sold from its U.K. 

subsidiary because that subsidiary was owned 

by an ACE subsidiary in the United States and 

thus subject to U.S. jurisdiction for Cuba-

related activities. OFAC specifically mentioned 

that its action against ACE “underscores … the 

importance of [using] sanctions exclusionary 

clauses to mitigate potential sanctions 

violations.” 

 12月に公表されたACE Limited事案では、OFAC

は、ACEが、グローバル保険契約に「制裁対象除

外条項を設けなかった」のは、同保険契約が確実

にEUブロッキング規則欧州に適合するよう欧州地

域コンプライアンスチームに助言を仰いだ結果だ

と説明した、と述べています。EU法と米国法の間

に抵触があるにもかかわらず、ACEが英国子会

社を通じて販売していたキューバ関連の旅行保険

契約について、OFACは、ACEの責任を認定しま

した。その理由として、同子会社はACEの米国子

会社に保有されているため、キューバ関連の活動

に関して、米国法に服することが指摘されました。

OFACは、ACEに対するOFACの措置について、

「制裁違反のおそれを軽減する上で制裁対象除外

条項［を活用すること］の重要性・・・を強調」するも

のであると明言しています。 

8. Stripping still doesn’t pay.  8. ストリッピングしてもよい結果をもたらさない   

The trio of settlements with UniCredit continue a long 

line of cases against non-U.S. FIs that engaged 

historically in “payment stripping,” the practice of 

removing information on messages for payments sent 

through the United States that would have identified a 

party as sanctioned or located in a sanctioned 

jurisdiction. Like previous stripping cases, OFAC found 

UniCredit’s conduct to be egregious, thereby 

significantly increasing its penalty. 

UniCreditとの 3件の和解は、「支払情報のストリッピング」

（米国を経由する支払に関するメッセージから、当事者が

制裁対象者であることや制裁対象国・地域に所在する者で

あることがわかる情報を削除すること）を以前から慣例的

に行っていた非米国金融機関に対して、延々と採られてい

る措置の一環です。OFACは、それ以前のストリッピング

の事案同様、UniCreditの行動を悪質なものと判断し、制

裁金を増額しました。 

9. Use your regulator, and your financial condition, 

when talking penalties with OFAC.  

9. OFAC との制裁金の交渉では、自国の規制当局を通じ

て危機的財務状況を訴える 

In the BACB case from September, OFAC noted that 

the operating capacity of the London-based bank “was 

such that it would face disproportionate impact if 

required to pay the proposed penalty of $228,840,000.” 

Accordingly, “[i]n consultation with BACB’s domestic 

regulator, the United Kingdom’s Prudential Regulation 

Authority,” OFAC settled the approximately $229 

million matter for $4 million. 

9月の BACB事件において、OFACは、ロンドンを拠点と

する銀行の事業が「提案されている 228,840,000 ドルの制

裁金を支払わなければならなくなった場合には過大な影響

を受けることになる」とし、「BACBの英国内の金融当局で

ある健全性監督機構（Prudential Regulation Authority）と

協議の上」約 2憶 2900万ドルの事案について 400万ドル

で和解しました。 

10. When in doubt, ask OFAC.  10. 迷ったら、OFACに相談 

Although the recent Exxon decision suggests that 

companies may not be obliged to consult OFAC when 

they believe the law is unclear, that decision may have 

近時の Exxon判決は、法が曖昧だと企業が考える場合に

は OFACに相談する義務はないと示唆しているようです

が、この判決の射程は限定的である可能性があります。

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_ace.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191209_ace.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190415_uni_webpost.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190415_uni_webpost.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190917_bacb.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190917_bacb.pdf
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limited impact, and OFAC continues to advise that the 

private sector approach the agency before making a 

move that could implicate sanctions. In the Atradius 

case from August, OFAC highlighted “the importance 

of obtaining a specific license before engaging in” 

potentially unauthorized activity. Of course, decisions 

on whether and how to approach OFAC should not be 

made lightly, given that ill-informed approaches can 

lead to delays in responses, stoppages in business 

activities, and even governmental investigations. 

OFACは、引続き民間セクターに対し、制裁を発動する要

因を伴う行動を取る前に OFACに相談することを推奨して

います。8月の Atradius事件は、OFACは許可されていな

いおそれのある行為を行う前に、特定の許可を得ることの

重要性を強調するものでした。当然ながら、OFACに相談

するべきか、またどのようにアプローチするかは容易に判

断できるものではありません。情報不足のまま相談すると、

かえって対応が遅れたり、事業行為が行えなくなったり、さ

らには政府による調査の開始につながる可能性もありま

す。 

Conclusion 結論 

The pace of enforcement actions accelerated 

significantly in 2019, and OFAC has already begun 

issuing its first enforcement cases for 2020. The cases 

above demonstrate that FIs should be especially 

vigilant in reviewing and understanding their sanctions 

risks heading into this new year. As always, we in 

Morrison & Foerster’s National Security Practice Group 

stand ready to provide counsel on the scope and 

sufficiency of sanctions compliance programs and 

training, the legality/sanctionability of particular 

transactions or lines of business, and any actual or 

potential enforcement matters. 

執行案件のペースは 2019年に飛躍的に加速し、OFAC

はすでに 2020年の第一弾の執行事案を発表しています。

これらの事案は、金融機関各社が今年一年に向かってそ

れぞれの制裁リスクの検討及び理解を細心の注意を以て

行う必要があることを物語っています。当事務所の国家安

全保障グループは、制裁コンプライアンス・プログラムやト

レーニングの範囲・充足性、特定の取引又は事業内容の

合法性・被制裁性、並びに実際に執行対象であるかその

おそれのある事項について、いつでも助言を提供すること

ができます。 
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Over the past few days, we here at MoFo’s National 

Security Practice Group have outlined the extraordinary 

pace of activity that the U.S. Treasury Department’s 

Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) maintained in 

2019 as well as the notable lessons from OFAC’s 

enforcement actions against financial institutions last 

year. OFAC dramatically ramped up its enforcement 

activity in 2019 – and the agency is showing no signs of 

slowing down this year. Today we’ll focus on the Top 10 

これまでの連載を通じて、当事務所の国家安全保障グルー

プでは、2019年の 1年間を通じて継続的に行われた米国財

務省外国資産管理局（以下「OFAC」）の異例ともいうべきペ

ースの活動と、金融機関に対する同年の OFACの執行案件

から得た重要な教訓について、概要を述べてきました。2019

年、OFACは執行への取組みを劇的に強化しましたが、今年

に入ってもその手を緩める気配はありません。本稿では、

2019年に OFACが金融機関以外の組織に対して行った執

行案件から得られる教訓トップ 10に焦点を当てます。 
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lessons to be gleaned from OFAC’s 2019 enforcement 

actions against non-financial institutions. 

Nearly two-thirds – 19 out of 30 – of the enforcement 

actions that OFAC announced last year were directed at 

entities that were not financial institutions (“FIs”), with 10 

of the 19 involving non-U.S.-based companies (including 

non-U.S.-based subsidiaries or affiliates of U.S. 

companies). Interestingly, over a third of the non-FI 

cases resulted in findings of egregiousness, resulting in 

significantly higher penalties. Each of these enforcement 

cases showcases OFAC’s standards for “trade-based” 

corporate sanctions compliance. OFAC’s focus on trade-

based compliance means that all exporters, importers, or 

businesses engaged in any type of international trade – 

especially those that operate in high-risk industries like 

shipping, mining, oil and natural gas, and defense – 

should be attuned to OFAC’s regulations, guidance, and 

enforcement activity. 

昨年 OFACが公表した執行案件のうち 3分の 2近く（30件

中 19件）は、金融機関以外の組織に対するものでした。そ

の 19件のうち 10件は、米国以外の国を拠点とする企業（米

国企業の子会社又は関連会社で、米国以外の国を拠点とす

る企業を含みます）でした。また、興味深いことに、金融機関

以外の組織に対する執行案件のうち 3分の 1以上が、悪質

である（egregiousness）とされ、結果的に極めて高額な制裁

金が課されています。これらの各執行案件では、「通商ベー

ス」の OFAC規制コンプライアンスに関する基準が示されて

います。OFACが通商ベースのコンプライアンスを重視して

いるという事実は、輸出業者、輸入業者又は何らかの国際通

商業務を行う企業（特に、海運業界、鉱業界、石油・天然ガス

業界、軍需産業界等のハイリスク業界において事業展開す

る企業）は全て、OFACの規制、ガイダンス及び執行活動に

対応する必要があることを意味しています。 

In addition, OFAC outlined its compliance expectations 

last year by releasing its Framework for OFAC’s 

Compliance Commitments (“Framework”), which outlined 

the agency’s view of the five “essential components” of 

compliance: (1) management commitment; (2) risk 

assessment; (3) internal controls; (4) testing and 

auditing; and (5) training. OFAC has made clear in both 

the Framework and its enforcement cases that it will 

consider favorably those companies that have 

implemented a comprehensive compliance program, 

especially those in line with the Framework. 

更に、OFACは昨年、「OFAC規制コンプライアンス・コミット

メントのフレームワーク：Framework for OFAC’s 

Compliance Commitments」（以下「本フレームワーク」）を発

表し、OFACが求めるコンプライアンスの概要を示しました。

本フレームワークでは、コンプライアンス・プログラムの「本質

的な要素」として、(1) 経営陣のコミットメント、(2) リスク評価、

(3) 内部統制、(4) 検査及び監査、並びに(5) 研修の 5つを

挙げています。OFACは、本フレームワークと執行事案の双

方において、包括的なコンプライアンス・プログラムの実施企

業、とりわけこれを本フレームワークに沿って実施している企

業を有利に扱うことを明確にしています。 

Through enforcement actions, OFAC has showcased its 

compliance expectations and increased pressure on 

financial and non-financial companies alike to adopt 

increasingly sophisticated compliance measures. 

Companies should familiarize themselves with the 

lessons gleaned from these enforcement actions. To 

assist, we’ve provided the top 10 lessons from OFAC’s 

2019 enforcement cases against non-FIs for you here. 

OFACは、執行案件を通じて求められるコンプライアンスの

在り方を示し、金融機関であるか否かを問わず、一様に、より

高度なコンプライアンス体制を導入するよう企業への圧力を

強めています。企業としては、執行案件から得られる教訓を

よく理解する必要がありますが、その一助となるよう、本稿で

は、2019年 OFACが金融機関以外の組織を対象として行っ

た執行事案から得られる教訓トップ 10をご紹介します。 

1. Your submissions to OFAC should be accurate 

and complete.  

1. OFACへの提出書類は正確かつ完全でなければならな

い 

In the DNI Express Shipping Company and Southern 

Cross Aviation cases from August and the General 

Electric case from October, OFAC provided cautionary 

tales about the costs of not complying with OFAC’s 

subpoena requests. Each company failed to give OFAC 

complete and accurate information about its sanctions 

2019年 8月に公表された DNI Express Shipping 

Company事案及び Southern Cross Aviation事案、並びに

同年 10月に公表された General Electric事案において、

OFACは、情報提供を求める召喚状に従わなかった場合に

払うことになる代償について、警告を発しています。どの会社

も、最初から、制裁規制違反に関する完全で正確な情報を

https://www.mofo.com/resources/insights/190604-ofacs-sanctions-compliance.html
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
https://www.mofo.com/resources/insights/190604-ofacs-sanctions-compliance.html
https://www.mofo.com/resources/insights/190604-ofacs-sanctions-compliance.html
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/framework_ofac_cc.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190808_dni.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190808_southern_cross.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190808_southern_cross.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191001_ge.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191001_ge.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190808_dni.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190808_dni.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190808_southern_cross.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191001_ge.pdf
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violations from the outset. In the DNI and Southern Cross 

cases in particular, the initial misinformation served as a 

glaring red flag to OFAC about the companies’ failure to 

take sanctions compliance seriously. These cases show 

that when responding to OFAC subpoenas and other 

information requests you should (A) accurately point out 

past mistakes, (B) provide highly detailed responses, 

(C) provide clear and organized submissions, 

(D) comply with OFAC’s Data Delivery Standards, and 

(E) provide complete information on the scope and 

volume of apparent violations. 

OFACに提供してはいません。しかしながら、特に DNI事案

と Southern Cross事案では、当初誤った情報を提供したこ

とをもって、両社が明らかに OFAC規制コンプライアンスを

重要視していないと認定されました。これらの事案からの教

訓は、OFACの情報提供を求める召喚状その他の情報提供

要求への対応にあたっては、(A) 過去の誤りについて正確に

指摘し、(B) 非常に詳細な回答を示し、(C) 明確かつ体系化

された情報提供を行い、(D) OFACのデータ提供基準（Data 

Delivery Standards）を遵守し、かつ、(E) 被疑行為の範囲

及び規模に関する完全な情報を提供すべきだということで

す。 

 Accurately point out past mistakes. In DNI 

and Southern Cross, OFAC deemed that several 

of the companies’ responses were contradictory, 

false, materially inaccurate, incomplete, and/or 

contained misleading statements – which, in one 

case, was further exacerbated by the fact that 

the company failed to amend or correct its past 

submissions to OFAC. In General Electric, OFAC 

pointed out as an aggravating factor that the 

company “did not provide its primary 

submissions to OFAC in a clear and organized 

manner and the submissions contained 

numerous inaccuracies.” As a result, OFAC 

noted that it had to endure a “substantial 

resource burden,” and that there remained 

“substantial uncertainty” about the totality of the 

benefits conferred to a Cuban company in 

violation of the Cuban Assets Control 

Regulations (“CACR”). 

 過去の誤りについて正確に指摘する    DNI事案及

びSouthern Cross事案において、OFACは、会社の

回答のうちのいくつかについて、矛盾、虚偽、重大な

誤り、不完全な部分があり、かつ／又は誤解を招く

記載が含まれるとしました。また、ある事例では、会

社がOFACに既に提供していた情報を修正又は訂

正しなかったために状況は更に悪化しました。

General Electric事案において、OFACは、責任加

重要素として、General Electricが「当初の情報提供

を明確かつ体系化された方法で行わず、提供された

情報に不正確な点が多々あった」ことを指摘しまし

た。OFACによれば、結果的に、OFACに「膨大なリ

ソース負担」が生じ、キューバ資産管理規則（以下

「CACR」）違反行為によりキューバ企業が得た利益

の総額について「相当な不確実性」が残ってしまった

とのことです。 

 Provide highly detailed responses. OFAC 

emphasized that responses to administrative 

subpoenas must be accurate, complete, timely, 

and in accordance with sanctions regulations 

and definitions. When asked about specific 

instances of violations, merely providing a copy 

of your Export Management Manual (as one of 

the companies in these cases did) will not 

suffice. Working with outside counsel is a “plus” 

in demonstrating your commitment to 

compliance; in one of these cases, OFAC found 

that the company’s engagement of outside 

counsel served as a mitigating factor when 

assessing its penalties. 

 非常に詳細な回答を示す    召喚状に対する回答

は、正確・完全・適時に、かつ、制裁規制や定義に従

って行わなければならないことをOFACは強調して

います。違反の具体的な事例について説明するよう

求められたときは、（上記事案においてもある会社が

そうだったように）自社の輸出管理マニュアル

（Export Management Manual）の写しを提出する

のみでは十分ではありません。コンプライアンスへの

コミットメントをアピールする上で、社外弁護士との協

調は「プラス」に働きます。実際のところ、上記事案

のうち1件において、OFACは、制裁金額の算定にあ

たり、会社が社外弁護士に業務を委任していたこと

を制裁金の軽減事由としました。 

 Provide clear and organized submissions. In 

General Electric, OFAC pointed out that the 

 明確かつ組織的な情報提供を行う    General 

Electric事案において、OFACは、General Electric
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company failed to provide its primary submission 

to OFAC in a “clear and organized manner,” 

which may have resulted in an aggravated 

penalty. In contrast, in Apollo, HotelBeds, and 

ZAG, OFAC determined that each company 

provided information to OFAC in a clear and well-

organized manner, which served as a mitigating 

factor in assessing penalties.  

は、当初「明確かつ体系的な方法」による情報提供

を行わなかったとしており、このことにより責任が加

重された可能性があります。これとは対照的に、

Apollo事案、HotelBeds事案及びZAG事案では、

OFACは、会社が明確かつ体系化された方法で

OFACに情報を提供したと判断し、これが制裁金額

の算定において軽減事由となりました。 

 Comply with OFAC’s Data Delivery 

Standards. OFAC noted in General Electric that 

the company’s failure to provide clear and 

organized submissions to OFAC contradicted the 

agency’s Data Delivery Standards. Like the 

Framework, these guidelines were issued in 

early 2019, and serve to inform companies of 

OFAC’s preferred format for receiving 

administrative subpoena responses, self-

disclosures, and other reports. Companies can 

benefit from heeding OFAC’s organizational 

guidance, as the agency may reward 

organizations that make an effort to ease the 

agency’s administrative burden.  

 OFACのデータ提供基準に従う    General Electric

事案において、OFACは、General ElectricがOFAC

に対して明確かつ体系的な方法による情報提供を

行わなかったことが、OFACのデータ提供基準

（Data Delivery Standards）に反するとしました。本

フレームワーク同様、これらのガイドラインは2019年

初めに発行され、召喚状に対する回答、自主申告そ

の他の報告書の形式としてOFACがどのようなもの

を求めているかを企業が把握するのに役立ちます。

OFACは、OFACの行政負担を緩和するよう努力す

る組織に見返りを与えることができます。したがっ

て、企業としては、OFACの組織に関するガイダンス

に留意することでメリットが得られる可能性がありま

す。 

 Provide complete information on the scope 

and volume of apparent violations. The 

bottom-line dollar value of apparent violations 

may play a role in OFAC’s assessment of 

penalties. In the Apple case from November, 

OFAC determined that the volume and total 

amount of the payments underlying the 

company’s potential violations were “not 

significant” compared to the total volume of its 

annual transactions, and, accordingly, the 

comparatively low dollar volume of the potential 

violations was deemed a mitigating factor. In 

contrast, in General Electric, OFAC found that 

the “large volume of high-value transactions” in 

violation of the CACR served as an aggravating 

factor. 

 被疑事実範囲及び規模に関する完全な情報を提供

する    被疑事実のドルベースでの最低評価額が、

OFACによる制裁金額の算定に影響を与えることが

あります。2019年11月に公表されたApple事案にお

いて、OFACは、同社による潜在的違反行為を構成

する支払の量と総額は、同社の年間取引総額と比

較して「それほど大きくはない（not significant）」と判

断し、潜在的違反行為に係る支払が比較的少額で

あったという事実を、制裁金の軽減事由としました。

これとは対照的に、General Electric事案では、

OFACは、CACRに違反する「大規模な高額取引」

があったことが責任加重要素となるとしました。 

2. Beware sectoral sanctions and their timing 

requirements.  

2. 部門別制裁とその時期に関する要件に留意する 

Many of OFAC’s Sectoral Sanctions Identifications 

(“SSI”) directives place restrictions on “equity” and “debt” 

with “maturity” longer than a certain time period. 

However, companies shouldn’t be thrown off by this 

financial lingo. While these terms may suggest to non-

OFACの部門別制裁対象者（Sectoral Sanctions 

Identifications）（以下「SSI」）に関する指令の多くは、「持分」

及び「長期負債」（満期日までの期間が一定期間を超える債

務）に制限を課しています。しかしながら、企業はこれらの金

融用語に惑わされてはいけません。この用語だけ見ると、

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191107_apollo.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190612_hotelbeds.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190221_zag.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191107_apollo.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190612_hotelbeds.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190221_zag.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Documents/ofac_data_delivery.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Documents/ofac_data_delivery.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Documents/ofac_data_delivery.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191125_apple.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191001_ge.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191125_apple.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191001_ge.pdf
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sanctions experts that the SSI rules were targeted at FIs, 

the Haverly case from April unequivocally demonstrates 

that OFAC’s rules apply to FIs and non-FIs alike. In 

Haverly, the company issued an invoice to an entity 

subject to OFAC’s SSI Directive 2 – which, at the time, 

required payment in less than 90 days to avoid sanctions 

liability. However, due to Russian tax law issues, Haverly 

was not able to collect payment on the invoice until 

approximately nine months after submitting the initial 

invoice. While FIs rejected the initial payments to Haverly 

after determining the transaction was prohibited by 

OFAC’s regulations, Haverly – acting on the advice of the 

SSI entity – re-issued and re-dated its invoice in order to 

bypass the banks’ sanctions protocols. As a result, 

Haverly collected the payment for a debt that was nine 

months past due, which, in OFAC’s view, constituted the 

collection of a debt with a maturity greater than 90 days 

in violation of Directive 2; such a payment was for a 

“debt” that was nine months past due. 

OFAC規制の門外漢は、SSI規則は FIを対象としたものの

ように思うかもしれませんが、Haverly事案（2019年 4月公

表）を見れば、OFACの規則は、金融機関であるか否かにか

かわらず一様に適用されることは明白です。Haverly事案で

は、Haverlyは OFACの SSI指令第 2号の対象企業に対し

て、インボイスを発行しました。その時点では、このインボイス

は制裁に関する責任回避のために 90日経過前に支払を求

める内容でした。しかしロシアの税法上の問題があり、

Haverlyは最初のインボイス送付後およそ 9カ月間、請求額

を回収することができませんでした。この取引は OFAC規制

で禁止されているものであるとして、当初の Haverlyへの支

払は金融機関に拒否されましたが、Haverlyは SSI対象業

者の助言に従い、銀行の制裁対応手続を回避するため、イ

ンボイスを再発行し、日付も付け直しました。結果として、

Haverlyは、支払期限を 9カ月過ぎたインボイスの請求額を

回収しましたが、OFACの見解では、これは満期日までの期

間が 90日を超える債務の回収（指令第 2号の違反）に該当

するものでした。つまり、この支払いは支払期限を 9カ月間

過ぎた「負債」の回収に当たるものだったのです。 

3. When in doubt, request a license.  3. 疑問があるときはライセンスを求める 

In Haverly, OFAC noted that it “would have likely 

authorized the [violative] transactions had Haverly 

requested a license.” OFAC stated in an FAQ that the 

sale of goods to an entity subject to an SSI directive is 

permissible so long as the payment terms do not extend 

past the applicable period, and that “[i]n the event that a 

U.S. person believes that it may not receive payment in 

full by the end of the relevant payment period, the U.S. 

person should contact OFAC to determine whether a 

license or other authorization is required.” While such 

requests may take time for OFAC to process, if granted, 

they guarantee compliance with OFAC’s regulations. 

Haverly事案において、OFACは「Haverlyから事前にライセ

ンスの申請があれば、［違反］取引を許可していた可能性が

高い」と述べました。OFACは、よくある質問のなかで、SSI

指令の対象業者への物品の販売は、支払条件で適用期間を

超えない限りで認められるものであること、また、「米国人は、

該当する支払期間の末日までに支払金全額を受領できない

可能性があると考える場合、OFACに問い合わせて、ライセ

ンスその他の許可が必要か否か判断すべきである」ことを示

しています。ライセンスを申請した場合、OFACの手続に時

間がかかる可能性はありますが、ライセンスを取得できれ

ば、OFACの規制を遵守していることが保証されます。 

4. Sanctions screening must be effective and do 

more than flag exact name matches.  

4. 制裁対象か否かのスクリーニングは効果的に行わなけれ

ばならず、名称が完全一致していなくても警告が出るようにし

なければならない 

OFAC’s Framework lists defaults in screening software 

or filters as one of the most common root causes of 

sanctions violations. Merely utilizing screening software 

is not enough to be compliant: you must ensure that the 

screening software is actually effective. At a minimum, 

and as mentioned in the Framework, a company’s 

screening tool must be able to pick up on alternative 

spellings of sanctioned parties, new additions to 

sanctions lists, and other pertinent information. Last year, 

OFAC’s enforcement cases demonstrated, for example, 

本フレームワークでは、OFAC規制違反の典型的な主要原

因として、スクリーニング・ソフトウェア又はフィルターの機能

不全を挙げています。OFAC規制を遵守するには、単にスク

リーニング・ソフトウェアを利用するのみでは不十分で、その

スクリーニング・ソフトウェアが実際に機能するよう確実を期さ

なければなりません。少なくとも、また、本フレームワークに記

載されているとおり、企業のスクリーニング・ツールは、制裁

対象者の名称の別のつづり、新たに制裁対象者リストに追加

された者、その他の関連情報を拾うことができるようなもので

なければなりません。昨年の OFAC規制の執行により、スク

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190425_haverly.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190425_haverly.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/sanctions/pages/faq_other.aspx#419
https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/sanctions/pages/faq_other.aspx#419


 

 

34 

Client Alert 

that screening software also must (A) recognize 

upper/lower case spellings, punctuation, and 

addresses, (B) identify abbreviated or alternative 

names of sanctioned parties, (C) screen all relevant 

counterparties; and (D) screen when initiating and 

renewing relationships (and periodically thereafter). 

リーニング・ソフトウェアは、例えば次のような機能を備えてい

る必要があることが明らかになりました。 (A) つづりの大文

字・小文字の別、句読点及び住所の認識機能、(B) 制裁対

象者の略称及び別名の識別機能、(C) 全ての関連取引先を

対象とするスクリーニング機能、並びに(D) 関係の開始時及

び更新時の（並びにその後の定期的な）スクリーニング機能

です。 

 Recognize upper/lower case spellings, 

punctuation, and addresses. In the Apple case 

from November, the company hosted an app 

developer on its platform that was later 

designated as a Specially Designated National 

(“SDN”). OFAC stated that while the company 

screened the SDN’s name after it was 

designated, the company’s screening tool did not 

flag the SDN developer because the sanctions 

screening tool did not match the upper case 

name “SIS DOO” in the system with the lower 

case name “SIS d.o.o.” as written on OFAC’s 

SDN List. The company’s screening tool also did 

not flag that the address of the app developer 

matched the address that OFAC published. 

 つづりの大文字・小文字の別、句読点及び住所の

認識機能    Apple事案（2019年11月公表）では、

Appleは、そのプラットフォームで、後に特定指定国

籍業者（以下「SDN」）に指定されたアプリケーション

開発業者をホスティングしていました。OFACによれ

ば、Appleは当該開発業者がSDNに指定された後

にその名称のスクリーニングを行ったものの、そのス

クリーニング・ツールでは、システム内の大文字名称

「SIS DOO」がOFACのSDNリストに記載されている

小文字名称「SIS d.o.o.」と一致しなかったため、

SDNであるはずの開発業者について警告が発せら

れませんでした。Appleのスクリーニング・ツールで

は、アプリケーション開発業者の住所がOFACの公

表している住所と合致するとの警告も出ませんでし

た。 

 Identify abbreviated or alternative names. In 

the General Electric case from October, OFAC 

penalized General Electric for facilitating 

payments to an SDN that could have been 

prevented if the company’s screening software 

worked effectively. General Electric deposited 

checks from a Cuban SDN operating in Canada. 

Each check contained the SDN’s full name. 

However, General Electric’s screening software 

only screened an abbreviated version of the 

SDN’s name and thus failed to identify it as an 

SDN. This failure led General Electric to continue 

to accept unlawful payments for several years. 

 略称及び別名の識別機能    General Electric事案

（2019年10月公表）で、同社は、SDNに対する支払

い（General Electricのスクリーニング・ソフトウェア

が有効に機能していれば阻止できたはずのもの）を

可能ならしめたとしてOFACの制裁を受けました。本

事案では、General Electricは、カナダで事業を行う

キューバ国籍のSDNから受け取った小切手を、銀行

口座に入金していました。各小切手にはそのSDNの

正式名称が記載されていましたが、General 

Electricのスクリーニング・ソフトウェアで確認できる

のはSDNの略称のみであったため、それがSDNで

あることを識別できませんでした。その結果、

General Electricは数年にわたり、違法な支払を受

け取り続けていたのです。 

 Screen all relevant counterparties. A 

fundamental decision that companies must make 

in establishing their screening systems is 

determining which categories of counterparties 

should be screened. In doing so, companies 

should conduct risk assessments as part of their 

decision-making process. In the Apple case, 

OFAC pointed out that the company’s screening 

tool did not flag the name of another SDN who 

owned the app developer SDN. This SDN was 

 全ての関連取引先を対象とするスクリーニング    企

業は、スクリーニング・システムを構築するにあたっ

てどのカテゴリーの取引先をスクリーニング対象とす

るか決めなければなりません。その際、意思決定プ

ロセスの一環としてリスク評価を行う必要がありま

す。Apple事案において、OFACは、Appleのスクリ

ーニング・システムでは、アプリケーション開発業者

たるSDNを所有者する別のSDN名に警告が発せら

れなかったと指摘しています。このSDNは、関連アカ

ウントの「アカウント管理者」として記載されていまし

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191125_apple.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191125_apple.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191001_ge.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191001_ge.pdf
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listed as an “account administrator” in the 

relevant account but not as a “developer.” At the 

time, the company only screened developers 

against the SDN List. The upshot is that 

companies should carefully consider how 

exhaustive to be in their screening, as red flags 

may be lurking in not-so-obvious places. 

たが、「開発業者」としては記載がありませんでした。

当時、Appleは、SDNリストと照合して開発業者のス

クリーニングを行ったのみでした。結論として、企業

は、スクリーニングをどこまで網羅的に行うべきかを

慎重に検討すべきです。分かりにくい部分に警告す

べき事象が隠れている可能性があるからです。 

 Screen when a relationship is initiated and 

renewed (and periodically thereafter). The 

General Electric case involved payments to a 

Canadian customer with whom the company had 

an established relationship. General Electric’s 

failure to realize it was facilitating payments on 

behalf of an SDN may have been due to the fact 

that it did not conduct appropriate diligence on 

customers and counterparties when it renewed 

its relationship with the Canadian customer 

whose transactions led to General Electric’s 

violations. OFAC emphasized that “[o]ngoing 

compliance measures should be taken 

throughout the life of commercial relationships.”  

 取引の開始時及び更新時（並びにその後の定期的

な）におけるスクリーニング    General Electric事案

には、同社が既に取引関係を構築していたカナダの

顧客に対する支払が関わっていました。General 

ElectricがSDNへの支払を可能ならしめていたこと

に気付かなかった原因として、同社がそのカナダの

顧客との取引関係を更新する際に（実はこの更新後

の取引がGeneral Electricの違反行為につながった

のですが）顧客及び取引先企業に対して適切なデュ

ーディリジェンスを行っていなかったことが考えられ

ます。OFACは「商取引関係が継続している限り、継

続的にコンプライアンス措置を講じなければならな

い」ことを強調しています。 

5. “KYCC” (Know Your Customer’s 

Customer/Counterparty) isn’t just for banks.  

5. 「KYCC」手続（顧客の顧客・取引先企業に対する確認手

続）を行わなければならないのは銀行のみではない 

While KYCC is not the regulatory standard, OFAC is 

increasing pressure on U.S. companies – especially 

those in what it deems high-risk industries such as 

shipping, mining, oil and natural gas, and defense – to 

generally know their customers’ lines and regions of 

business, vendors, and other counterparties, and how 

they are all ensuring sanctions compliance. In 2019, 

OFAC highlighted the importance of auditing downstream 

counterparties including (A) sublessees, (B) materials 

suppliers, and (C) third-party payers. 

顧客の顧客に関する確認（KYCC）は規制の基準とはなって

いませんが、OFACは、米国企業、特にハイリスク業界であ

るとされる業界（海運業界、鉱業界、石油・天然ガス業界、軍

需産業界等）の企業に対し、顧客の事業内容、事業展開地

域、ベンダーその他取引先企業に加え、それらの顧客・取引

先企業等がどのように OFAC規制の遵守を徹底しているの

かについて、幅広く把握するよう圧力を強めています。2019

年、OFACは、(A)転借人、(B)材料供給業者、及び(C)第三

者支払人を含む川下の取引先企業に対する監査の重要性

を強調しました。 

 Audit and obtain compliance certificates from 

your sublessees. In OFAC’s Apollo case from 

November, Apollo required its aircraft engine 

lessees to enter into a written contract containing 

a provision prohibiting “maintaining, operating, 

flying, or transferring the engines to any 

countries subject to United States or United 

Nations sanctions.” However, “Apollo did not 

periodically monitor or otherwise verify its 

lessee’s and sublessee’s adherence to the lease 

provision requiring compliance with U.S. 

sanctions laws[.]” As a result, Apollo did not 

 転借人に対する監査を行い、そのコンプライアンス

証明書を入手する    OFACのApollo事案（2019年

11月公表）では、Apolloは、自社の航空エンジンの

借り手に対し、「米国又は国連の制裁対象国との間

でエンジンの維持、作動、飛行及び移動を行うこと」

を禁止する条項を含む契約書の締結を求めていまし

た。しかし「Apolloは借り手や転借人が、米国の制裁

関係法令の遵守を求めるリース契約の条項を遵守

しているか否かについて、定期的に監視その他検証

を行っていませんでした。」そのため、Apolloは、自

社の航空エンジンがSDNであるスーダン航空にサブ

リースされていることに気付くことができなかったの

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191107_apollo.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191107_apollo.pdf
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discover that its aircraft engines were subleased 

to Sudan Air, an SDN. This case shows that 

enhanced sanctions diligence may be required 

above and beyond mere contractual 

commitments, especially if you are operating in a 

high-risk industry. For example, OFAC advised 

that companies may want to obtain compliance 

certificates from its lessees or sublessees, or 

periodically audit its counterparties to ensure 

adherence to the contract.   

です。この事案から、ハイリスク業界で事業展開して

いる場合は特に、契約上の誓約のみで良しとしては

ならず、OFAC規制に係る高度なデューディリジェン

スも必要となる場合があることが分かります。例とし

て、OFACは、借り手や転借人からコンプライアンス

証明書を入手し、又は取引先企業が契約を遵守して

いることを確保すべく定期的に監査を行うことを企業

に提案しています。 

 Audit and obtain certificates from your 

materials suppliers. In the e.l.f. Cosmetics case 

from last January, e.l.f. imported false eyelash 

kits from Chinese suppliers that contained 

materials from North Korea. OFAC noted that the 

case highlighted that companies sourcing 

products from overseas take on significant risks 

when they do not conduct supply chain due 

diligence, especially when importing from a 

country like China that is known to import 

materials from North Korea. As with the 

sublessees mentioned above, additional due 

diligence may be necessary, including supply 

chain audits and obtaining compliance 

certificates. 

 材料供給業者を監査し、その証明書を入手する    

e.l.f. Cosmetics事案（2019年1月公表）では、e.l.f.

は、北朝鮮産の原材料が含まれるつけまつ毛キット

を中国のサプライヤーから輸入しました。OFACは、

海外から製品を調達している企業は（とりわけ北朝

鮮から材料を輸入していることで知られている中国

のような国から製品を輸入する場合）、サプライチェ

ーンのデューディリジェンスを行わなければ、重大な

リスクを負うことになるとしています。上記サブレッシ

ーと同様、追加デューディリジェンス（サプライチェー

ン監査やコンプライアンス証明書の入手等）が必要

となる場合があります。 

 Monitor payments from your customer’s 

customer. OFAC hit General Electric with a 

hefty penalty for accepting payments from a 

Cuban entity in violation of the CACR on behalf 

of the company’s Canadian customer over the 

course of several years. As these violations 

occurred, General Electric interacted primarily 

with the Canadian customer, including in 

connection with negotiating agreements, entering 

into contracts, and issuing invoices. However, 

the Cuban customer of the Canadian company 

paid General Electric on behalf of the Canadian 

company in more than 65% of the total 

transactions. OFAC pointed out that General 

Electric failed to identify the Cuban entity’s name 

on the checks that General Electric deposited, 

and that the company also failed to heed the 

“widely published” relationship between its 

Canadian customer and the Cuban entity. The 

case showcases OFAC’s elevated KYCC 

expectations, even when it comes to nonbanks.  

 顧客の顧客からの支払をモニターする    OFACは、

数年間にわたり、カナダの顧客に代わってキューバ

企業から支払を受領し、CACRに違反したとして、

General Electricに多額の制裁金を課しました。この

違反案件では、契約交渉、契約締結、インボイス発

行をはじめとしてGeneral Electricが主に連絡を取っ

ていたのは、カナダの顧客でした。しかしながら取引

総額の65%以上を、カナダ企業の顧客であるキュー

バ企業が、当該カナダ企業に代わってGeneral 

Electricに対し支払っていました。OFACによれば、

General Electricは、同社が入金した小切手に記載

されていたキューバ企業名の識別を怠り、また「広く

公開されていた」カナダの顧客とキューバ企業との

関係に注意を払っていませんでした。この事案から、

OFACが、銀行以外の企業についても、これまで以

上にKYCCを求めるようになってきたことが分かりま

す。 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190131_elf.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190131_elf.pdf
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6. Assess, monitor, and train your foreign 

subsidiaries.  

6. 外国子会社に対する評価、監視及び研修を行う 

U.S. companies with foreign subsidiaries should train 

their foreign employees on their U.S. sanctions 

obligations and monitor them for compliance. 

Specifically, companies should (A) audit and monitor 

foreign subsidiaries, (B) train and re-train employees 

of foreign subsidiaries, and (C) conduct pre- and 

post-merger diligence. 

外国子会社を有する米国企業は、外国の従業員に対し米国

の OFAC規制上の義務に関する研修を行い、そのコンプラ

イアンス状況を監視すべきです。具体的には、(A) 外国子会

社の監査・モニタリング、(B) 外国子会社の従業員に対する

研修・再研修、及び(C) M&A前後のデューディリジェンスを

実施することが推奨されます。 

 Audit and monitor foreign subsidiaries. OFAC 

emphasized in Stanley Black & Decker that U.S. 

companies should conduct sanctions-related due 

diligence both prior to and after mergers and 

acquisitions. While Stanley Black & Decker 

trained its newly acquired foreign subsidiary on 

sanctions compliance and obtained assurances 

from its managers that no transactions were 

being conducted with Iran, its subsidiary 

continued to export goods there. Had Stanley 

Black & Decker monitored its foreign subsidiary 

(for example, through testing and auditing its 

compliance procedures), the company could 

have avoided running afoul of OFAC’s Iran 

sanctions program.   

 外国子会社の監査・モニタリング  OFACは、

Stanley Black & Decker事案において、米国企業

は、M&Aの前と後の両タイミングで規制に関するデ

ューディリジェンスを行うべきであることを強調してい

ます。Stanley Black & Deckerでは、新たに買収し

た外国子会社についてOFAC規制コンプライアンス

に関する研修を実施し、イランと取引は行っていない

との言質を管理職から得ていましたが、その子会社

は同国への物品の輸出を継続していました。

Stanley Black & Deckerは、（コンプライアンス手続

きの評価・監査の実施等を通じて）外国子会社のモ

ニタリングを行っていれば、OFACによる対イラン制

裁プログラムに違反せずに済んだかもしれません。 

 Train, train, train your foreign employees. In 

OFAC’s PACCAR case from August, PACCAR’s 

Netherlands-based subsidiary failed to heed 

signs on multiple occasions that it was selling 

goods to customers who ultimately re-sold the 

goods to Iran. OFAC emphasized that these kind 

of issues may be avoided if a company 

establishes and enforces a “robust sanctions 

compliance program” in the U.S. and abroad, 

including by conducting sanctions-related 

training for foreign employees and taking 

appropriate steps to audit and monitor foreign 

subsidiaries for OFAC compliance. 

 外国人従業員を徹底的に教育する    OFACの

PACCAR事案（2019年8月公表）では、PACCAR子

会社（本社：オランダ）の物品販売先顧客が、その物

品を最終的にイランに再販していました。その兆候

が複数回あったにもかかわらず、当該PACCAR子

会社は、これに気付くことができませんでした。

OFACは、企業が米国内外において「確固たる

OFAC規制コンプライアンス・プログラム」を、外国人

従業員に対するOFAC規制関連研修の実施、

OFAC規制コンプライアンスに関する外国子会社向

けの適切な監査・モニタリングの実施等により、構

築・実施していれば、このような問題は回避し得ると

強調しています。 

 Conduct pre- and post-merger diligence. 

OFAC’s Kollmorgen case from last February 

shows that implementing a wide range of pre- 

and post-acquisition sanctions compliance 

measures for foreign subsidiaries can earn you 

some leeway from OFAC. Kollmorgen involved a 

U.S. company’s Turkish affiliate that deceived its 

U.S. parent about its continued transactions with 

 M&A前後にデューディリジェンスを実施する    

OFACのKollmorgen事案（2019年2月公表）から

は、外国子会社に対してM&Aの前と後に広範な

OFAC規制コンプライアンス措置を講じることによ

り、OFACに好印象を与えられることが分かります。

Kollmorgen事案では、米国企業のトルコ関連会社

が関係していましたが、当該トルコ関連会社は、実

際はイランとの取引を継続していることを米国の親

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190327_decker.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190327_decker.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190806_paccar.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190806_paccar.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190207_kollmorgen.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190207_kollmorgen.pdf
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Iran. Despite the deception, OFAC looked 

favorably on the numerous steps that Kollmorgen 

took to ascertain and implement the subsidiary’s 

compliance, including identifying the subsidiary’s 

Iran-related customers and applying controls to 

block them, conducting in-person trainings for 

the subsidiary’s employees, implementing 

reporting measures (including a sanctions 

compliance hotline), requiring the subsidiary’s 

customers to agree to modified terms of sale 

prohibiting the resale of any of its products to 

Iran, and conducting continuous manual reviews 

of the subsidiary’s database. The relatively 

miniscule $13,381 penalty, despite the egregious 

nature of the Turkish affiliate’s sanctions evasion, 

reflects OFAC’s strong approval of the 

company’s numerous sanctions compliance 

measures. 

会社に伝えていませんでした。それにもかかわら

ず、OFACは、子会社のコンプライアンスの確認・実

施のためにKollmorgenが講じた数多くの措置を評

価しました。このKollmorgenの措置とは、子会社の

イラン関係顧客の識別及び同顧客との取引阻止の

ための管理、子会社従業員に対する対面研修、報

告対策（OFAC規制コンプライアンスホットライン等）

の実施、対イラン製品再販禁止を定めた修正条件

への子会社の顧客の同意の要求、並びに子会社の

データベースの継続的な見直し等です。トルコの関

連会社が制裁を回避しようとしたという悪質性にもか

かわらず、制裁金が13,381ドルと比較的少額であっ

たのは、OFACが、Kollmorgenが実施していた多く

のOFAC規制コンプライアンス措置を高く評価したこ

とを示しています。 

7. OFAC is focused on the maritime industry (and 

other high-risk industries).  

7. OFACは海運業界（その他のハイリスク業界）を重点対象

としている 

OFAC has been especially focused on “high-risk” 

industries, such as those related to shipping, logistics, 

and other international transactions. In 2019, OFAC 

expressed time and time again that high-risk industries 

should implement strict “risk-based compliance 

measures” and maintain a “culture of compliance,” 

signaling that OFAC will continue to focus on industries 

with higher risks of touchpoints to sanctioned entities and 

jurisdictions. For example, OFAC highlighted in MID-

SHIP, PACCAR, Aero Sky, and Apollo that participants in 

the maritime, trucking, and aviation industries should 

consider themselves “high risk,” thus warranting 

enhanced due diligence and sanctions compliance. Many 

expect the maritime industry to receive particular 

attention this year, as OFAC is reportedly planning to 

release guidance warning ship insurers, banks, charter 

companies, port owners, crews, and captains that they 

face sanctions exposure if they cannot account for the 

legitimacy of the cargoes they carry. To cut down on its 

risk exposure, high-risk industry participants should 

develop and maintain rigorous sanctions compliance 

programs that demonstrate management’s commitment 

to compliance. 

OFACは、海運、物流その他の国際取引に関連する業界等

の「ハイリスク」な業界に特に焦点を当てています。2019年、

OFACは、ハイリスク業界においては厳格な「リスク・ファクタ

ーをベースにしたコンプライアンス措置」を実施し、「コンプラ

イアンス文化」を維持すべきである旨繰り返し述べ、OFAC

が制裁対象企業や国・地域との接点となるリスクの高い業界

を引き続き重点対象とすることを示唆しています。例えば、

MID-SHIP事案、PACCAR事案、Aero Sky事案及び

Apollo事案において、OFACは、海運、トラック運送及び航

空の各業界の企業は、自らを「ハイリスク」であると認識して、

高度なデューディリジェンスや規制コンプライアンスを行うこと

が当然だと考えるべきであるとしています。船舶保険会社、

銀行、チャーター会社、港湾所有者、クルー及び船長に対

し、輸送貨物の正当性を説明できなければ制裁を受けるリス

クがあると警告する内容のガイダンスが、OFACから発表さ

れる予定だとされています。このことから、今年は海運業界

が特に重点対象となると多くの人が予想しています。ハイリス

ク業界の企業は、リスク・エクスポージャーを低減するため、

経営陣によるコンプライアンスへのコミットメントを示す綿密な

OFAC規制コンプライアンス・プログラムを策定・維持するこ

とを推奨します。 

 Heed warning signs. Companies found to 

ignore red flags, such as payments that are 

blocked or rejected by FIs, won’t be doing 

 警告に耳を傾ける    金融機関による支払禁止・支

払拒絶等の警告を無視した企業は、OFACによって

有利な扱いを受けることはできないでしょう。OFAC

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190502_midship.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190502_midship.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190806_paccar.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191212_aero_sky.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191107_apollo.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-17/u-s-seeks-to-squeeze-shipping-metals-in-new-iran-sanctions-bid
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-17/u-s-seeks-to-squeeze-shipping-metals-in-new-iran-sanctions-bid
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190502_midship.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190806_paccar.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191212_aero_sky.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191107_apollo.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-17/u-s-seeks-to-squeeze-shipping-metals-in-new-iran-sanctions-bid
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-17/u-s-seeks-to-squeeze-shipping-metals-in-new-iran-sanctions-bid
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themselves any favors. Instead, OFAC may find 

such companies to have deficient compliance 

controls. For example, in PACCAR, OFAC found 

that employees of the company’s Netherlands-

based subsidiary ignored warning signs 

indicating that the trucks were destined for Iran. 

In one instance, the subsidiary received drafts of 

its invoices that referenced buyers in Iran, and in 

another instance, a sales manager sold trucks to 

a dealership after having been introduced to the 

dealership’s Iranian buyer. The MID-SHIP case, 

which involved the re-submission of a payment to 

a blocked vessel that had been previously 

blocked by the company’s FI, also demonstrates 

the importance of training employees to 

recognize warning signs. 

は、そのような企業を、コンプライアンス管理が不十

分な企業とみなす可能性があるからです。例えば

PACCAR事案において、OFACは、オランダに本社

を置くPACCAR子会社の従業員が、トラックの仕向

地がイランであるとの警告を無視したと判断しまし

た。当該子会社がイランの買主に言及したインボイ

スのドラフトを受領していた事例もあれば、セールス

マネージャーが、販売特約店からイラン人買主を紹

介された後で、その販売特約店にトラックを販売した

という事例もありました。MID-SHIP事案は、MID-

SHIPの取引金融機関が既に制裁対象船舶として支

払拒絶した船舶への支払を再度指示したことに関係

するものですが、この事案により、警告を認識するよ

う従業員を教育することの重要性が分かります。 

 Even if you’re not an FI, stripping still doesn’t 

pay. In the MID-SHIP case, MID-SHIP’s Chinese 

subsidiary attempted to remit a payment related 

to a blocked vessel. Its U.S. bank rejected the 

payment for “security reasons,” and the 

subsidiary suspected that the rejection occurred 

because the blocked vessel’s name appeared in 

the remittance field. MID-SHIP re-submitted the 

payment without using the vessel’s name. OFAC 

honed in on this fact as an aggravating factor 

when assessing MID-SHIP’s violations, noting 

that MID-SHIP’s managers “knew of, and 

participated in, the conduct giving rise to the 

apparent violations,” ultimately finding that the 

company’s “culture of compliance” was deficient. 

 ストリッピングしてもよい結果をもたらさない    MID-

SHIP事案では、MID-SHIPの中国子会社が制裁対

象船舶に関連する送金を行おうとしました。米国の

銀行から「安全保障上の理由」により支払を拒絶さ

れたので、当該子会社は、これを制裁対象船舶の名

称が送金欄に記載されていたためでではないかと考

えました。MID-SHIPは、その船舶名を記載せずに

再び支払を指示しました。OFACは、MID-SHIPによ

る違反を評価するにあたり、責任加重要素としてこ

の事実を重視し、MID-SHIPのマネージャーは違反

の疑いを生じさせる行為を知りながら、これに関与し

た」とし、最終的に、MID-SHIPの「コンプライアンス

文化」は不十分であると結論付けました。 

8. Audit your supply (and distribution) chain.  8. 自社のサプライ（流通）チェーンを監査する 

OFAC emphasized in the e.l.f. Cosmetics case that the 

company appeared to not have exercised sufficient due 

diligence in its supply chain, and unwittingly purchased 

false eyelashes that incorporated materials from North 

Korea. While conducting due diligence on customers and 

clients is a common practice, many companies fail to 

realize they also should conduct due diligence on their 

supply and distribution chains, intermediaries, and other 

relevant counterparties. 

e.l.f. Cosmetics事案において、OFACは、e.l.f. Cosmetics

はサプライチェーンに対する十分なデューディリジェンスを実

施していなかったようであり、北朝鮮産の原材料が含まれる

つけまつ毛キットを不用意に仕入れてしまったことを強調しま

した。顧客やクライアントに対するデューディリジェンスは一般

的に実施されていますが、多くの企業では、サプライチェーン

や流通チェーン、中間業者その他の関連取引先に対してもデ

ューディリジェンスを行うべきであるとの認識が欠けていま

す。 

9. Ensure your accurate understanding of the scope 

of OFAC’s regulations, including its general licenses.  

9. OFAC規制（包括ライセンス（general license）を含む）

の範囲を正確に理解するよう確実を期す 

In the Aero Sky case from December, Aero Sky 

negotiated and entered into a contract with Mahan Air, an 

Aero Sky事案（2019年 12月公表）では、Aero Skyは

OFACのグローバル・テロリズム制裁規則（Global 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190131_elf.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190131_elf.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191212_aero_sky.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20191212_aero_sky.pdf
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SDN designated under OFAC’s Global Terrorism 

Sanctions Regulations (“GTSR”). The company 

mistakenly believed that now-revoked General License I, 

“Authorizing Certain Transactions Related to the 

Negotiation of, and Entry into, Contingent Contracts … 

Related to the Export or Reexport to Iran of Commercial 

Passenger Aircraft and Related Parts and Services,” 

authorized its dealings with the airline. However, General 

License I only applied to SDNs designated under the 

Iranian Transactions and Sanctions Regulations and 

explicitly carved out dealings with SDNs designated 

under other sanctions programs, such as Mahan Air, 

which was designated under the GTSR. As a result, 

OFAC found Aero Sky’s conduct to be reckless. 

Terrorism Sanctions Regulations、以下「GTSR」）に基づき

SDNに指定されているマーハーン航空と交渉し、契約を締

結しました。Aero Skyは、既に取り消されている包括ライセ

ンス I「イラン向け商業用旅客機並びに関連部品及びサービ

スの輸出・再輸出に関係する・・・偶発契約の交渉及び締結

に関連する一定の取引の許可」により、マーハーン航空との

取引が認められると誤解していました。しかしながら、包括ラ

イセンス Iは、イラン取引制裁規則（Iranian Transactions 

and Sanctions Regulations）に基づく SDN対象者にのみ適

用されるものであり、マーハーン航空（GTSRに基づく SDN

指定者）等、他の制裁プログラムに基づく SDN指定者を明

確に対象から除外していました。結果的に、OFACは、Aero 

Skyの行為は未必の故意ないし認識ある過失に基づくもの

であると判断しました。 

10. Focus on the sufficiency of your sanctions 

compliance programs.  

10. 自社の OFAC規制コンプライアンス・プログラムの十分

性に重点を置く 

Last but certainly not least, each of OFAC’s enforcement 

cases last year demonstrate that the agency is honing in 

on the sufficiency (or insufficiency) of sanctions 

compliance programs. 

最後に非常に重要なこととして、昨年の OFACの各執行案

件から、OFACが規制コンプライアンス・プログラムの十分性

（又は不十分性）に注目していることが分かります。 

 In Haverly, OFAC emphasized that if Haverly had 

a compliance program with proper internal 

controls in place (as suggested by the 

Framework), it may have been able to recognize 

that the delayed collection of payment was 

prohibited. If its employees had received 

effective sanctions compliance training under a 

sanctions compliance program, the violations 

may not have occurred. 

 Haverly事案において、OFACは、Haverlyが（本フレ

ームワークで推奨されているように）適切な内部統

制を実施した上でコンプライアンス・プログラムを整

備していれば、支払金の回収遅延が禁止されている

ことを認識できた可能性があると力説しています。従

業員がOFAC規制コンプライアンス・プログラムに基

づく効果的な規制対応コンプライアンス研修を受け

ていれば、違反行為は行われなかったかもしれませ

ん。 

 In MID-SHIP, OFAC stressed that the company’s 

violations demonstrate the benefits that 

companies operating in high-risk industries, such 

as international shipping and logistics, can 

realize by implementing risk-based compliance 

measures and maintaining a culture of 

compliance where senior management sets a 

positive example of compliance. 

 MID-SHIP事案において、OFACは、MID-SHIPによ

る違反の内容から、国際的な海運業界や物流業界

といったハイリスク業界で事業展開する企業も、リス

ク・ファクターをベースにしたコンプライアンス措置を

実施し、上級経営陣がコンプライアンスの良い手本

を示すようなコンプライアンス文化を維持すれば、メ

リットを享受できることが分かると強調しています。 

 In e.l.f. Cosmetics, OFAC noted that a “risk-

based approach to sanctions compliance” should 

include supply chain audits, when appropriate. 

 e.l.f. Cosmetics事案において、OFACは、「リスク・

ファクターをベースにしたOFAC規制コンプライアン

ス措置」に適宜サプライチェーンの監査を組み込む

ことが推奨されるとしています。 

 In PACCAR, OFAC noted that “U.S. parent 

companies can mitigate risk to sanctions 

exposure by proactively establishing and 

 PACCAR事案において、OFACは、「米国の親会社

は、確固たるOFAC規制コンプライアンス・プログラ

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_gli.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_gli.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_gli.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190425_haverly.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190425_haverly.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190502_midship.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190502_midship.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190131_elf.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190131_elf.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190806_paccar.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20190806_paccar.pdf
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enforcing a robust sanctions compliance 

program.” 

ムを積極的に構築・実施することにより、制裁を受け

るリスクを軽減することができる」としています。 

 Finally, OFAC has repeatedly pointed to the 

Framework in its enforcement actions, serving as 

a not-so-subtle hint that companies should be 

consulting OFAC’s Framework when designing 

or reevaluating their compliance programs. 

 最後に、OFACは、その執行活動において、本フレ

ームワークに留意するよう度々指摘しています。こ

れは、企業は自社のコンプライアンス・プログラムを

策定又は再評価するにあたりOFACの本フレームワ

ークを参照すべきであることを示唆しています。 

Companies should also note an interesting development 

in the sanctions space: as we mentioned in our OFAC 

2019 Year in Review Part 1, a Texas district court issued 

a decision on New Year’s Eve, vacating an OFAC 

penalty against a non-FI. The case involved a $2 million 

penalty issued in 2017 against ExxonMobil Corp. 

(“Exxon”) for entering into a several contracts with 

Rosneft, a Russian oil and gas firm. While Rosneft was 

not blocked under OFAC’s regulations, its CEO – who 

signed contracts with Exxon on behalf of Rosneft – was 

designated as an SDN. The district court vacated the 

penalty because it found that OFAC had not provided fair 

notice of its interpretations of the Ukraine-Related 

Sanctions Regulations, pointing to conflicting White 

House press statements and noting that OFAC issued a 

pertinent FAQ after Exxon’s conduct occurred. It remains 

unclear whether and how OFAC will respond to the 

decision, so it’s worth keeping an eye out for any future 

developments. 

「2019年の OFACを振り返って」第 1部において述べたよう

に、企業は制裁の分野における興味深い展開、すなわちテ

キサス州連邦地方裁判所が、大晦日に、金融機関以外の組

織に対する OFAC制裁を無効としたことにも注目すべきで

す。本事案では、ExxonMobil Corp.（以下「Exxon」）がロシ

アの石油・ガス会社 Rosneft と複数の契約を締結したとし

て、2017年、Exxonに対し制裁金 200万ドルが課されまし

た。OFACの規制では Rosneftは制裁対象にはなっていま

せんでしたが、Rosneftを代表して Exxonと契約した同社の

CEOは SDN指定者でした。連邦地裁は、OFACは、ウクラ

イナ／ロシア関連規制の解釈に関する公正な告知（fair 

notice）を行っていなかったことを理由に制裁を無効とし、ホ

ワイトハウスの複数のプレス声明が矛盾することや、OFAC

が関連する FAQを発表したのは Exxonによる被疑行為の

後だったことを指摘しました。OFACがこれに対応するのか

否か、またどのように対応するのかは未だ明らかではなく、

今後の展開をしっかりと見守ることが重要です。 

Conclusion 結論 

In light of the spike in OFAC’s enforcement actions last 

year, which have already begun again this year, 

companies in all industries should take care to ensure 

that they comply with U.S. sanctions. Companies 

(particularly those in high-risk industries) should ensure 

they have implemented a rigorous compliance program 

that emphasizes the five essential components of 

compliance, as set out in OFAC’s Framework. As always, 

Morrison & Foerster’s National Security Practice Group 

stands ready to provide counsel on any of your sanctions 

issues that may arise. Happy 2020! 

昨年 OFACによる執行案件が急増したこと（本年も昨年同

様、既に執行活動が始まっていますが）に照らし、業界如何

を問わず、各企業においては、米国の OFAC規制の確実な

遵守に留意することが推奨されます。企業、特にハイリスク

業界の企業は、OFACの本フレームワークに定めるコンプラ

イアンス・プログラムの 5つの本質的な要素に重点を置い

た、徹底したコンプライアンス・プログラムを実施するよう、確

実を期さなければなりません。いつもながら、当事務所の国

家安全保障グループは、今後貴社が万一制裁を受けるよう

な事態に至った場合、いつでも助言を提供をいたします。

2020年が良い年となることをお祈りいたします。 

Reema Shocair Ali, a national security analyst in the 

firm’s D.C. office, assisted in the preparation of this client 

alert 

本稿の執筆にあたっては、当事務所ワシントン・オフィスの国

家安全保障アナリストである Reema Shocair Aliの協力を得

ています。 

 

https://www.mofo.com/resources/insights/200204-ofac-2019-year-in-review.html
https://www.mofo.com/resources/insights/200204-ofac-2019-year-in-review.html
https://www.mofo.com/resources/insights/200204-ofac-2019-year-in-review.html
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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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