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DOJ Provides Guidance on Its Expectations 
of “Best Practices” for Corporate Internal 
Investigations 

DOJ が期待する企業の内部調査の｢ベストプラク

ティス｣に関する指針を示す 

By Eugene Illovsky 執筆者：ユージーン・イロフスキー

What does the Department of Justice think is a high-
quality internal investigation? How does DOJ decide 
whether an investigation was good enough to help a 
company avoid, or at least mitigate, criminal charges? In 
recent speeches, DOJ has provided important guidance 
on its view of best practices, and some useful common-
sense reminders, for our clients’ counsel and their 
investigating board committees. Much of that guidance 
came in May 19, 2015 remarks by Criminal Division 
head Assistant Attorney General Leslie Caldwell,[1] as 
well as in other recent speeches.  

米司法省（DOJ）は、質の高い内部調査とはどのようなもの

であると考えているか。また、DOJ は、ある調査が企業の刑

事責任を回避、又は少なくとも軽減するに十分であるか否か

をどのように判断するか。近時行われてきた DOJ 官僚によ

るスピーチの中で、ベストプラクティスの考え方とともに、当

事務所のクライアント企業の社内弁護士や調査委員会にと

っても有用かつ常識的なヒントとして重要な指針が示され

た。その指針の多くは、刑事局を率いる司法次官補（AAG）

レスリー・コールドウェル（Leslie Caldwell）氏の 2015 年 5
月 19 日のスピーチ

[1]
等における発言からのものである。 

AAG Caldwell made clear that DOJ does indeed take 
the time to scrutinize and “evaluate the quality of a 
company’s internal investigation.”[2] She explained that 
the Department does this evaluation “through our own 
investigation” as well as “in considering what charges to 
bring against a company.”[3] 

AAG のコールドウェル氏は、DOJ が時間をかけて「企業の

内部調査のクオリティについて」丹念に精査し、「評価してい

る」ことを明らかにした
[2]
。同氏の説明によると、DOJ は、「ど

のような罪責で企業を起訴するかを検討する際」にはもちろ

ん、「DOJ 独自の調査の間を通じて」、かかる評価を行う
[3]
と

のことである。

DOJ decides whether to charge a company using the 
Principles of Federal Prosecution of Business 
Organizations, also known as the nine Filip factors. The 
charging decision, under Filip factor 5, is based partly on 
“the existence and effectiveness of the corporation’s 
pre-existing compliance program.” U.S. Attorneys 
Manual 9-28.300. DOJ asks whether the company “has 
established corporate governance mechanisms that can 
effectively detect and prevent misconduct.” USAM 9-
28.800. 

DOJ は、9 項目の Filip ファクターとしても知られる、企業組

織に対する連邦刑事訴追に関する原則（Principles of 
Federal Prosecution of Business Organizations）を用い

て、企業に責任を問うべきか否かを判断している。Filip ファ

クター5 に基づく起訴等の判断は、「当該法人の既存のコン

プライアンス・プログラムの存在と実効性」（アメリカ合衆国検

察官マニュアル（U.S. Attorneys Manual、「USAM」）9-
28.300）を基準の一部としている。DOJ は、当該法人が「有

効に不正行為を発見し、防止することのできるコーポレート・

ガバナンスの仕組みを確立しているか否か」（USAM 9-
28.800）を問うのである。 
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This DOJ guidance reinforces the point that an internal 
investigation should be understood as part of a 
company’s compliance program. Here’s why. A 
company will get credit from DOJ only if its compliance 
program is “effective.” And DOJ says effective 
compliance programs must have procedures designed 
to (1) “uncover wrongdoing” in the company and (2) 
“expose individuals responsible for criminal behavior.”[4] 
Those “procedures” are the tools the company uses in 
its investigation. 

DOJ のこの指針は、内部調査を会社のコンプライアンス・プ

ログラムの一環として理解すべきであるという考え方を促進

するものである。というのも、会社は、自社のコンプライアン

ス・プログラムに「実効性」がある場合に限り、DOJ から減免

措置が認められるからである。そして、DOJ は、実効性のあ

るコンプライアンス・プログラムは、(1)社内の「不正行為を明

らかにし」、(2)「犯罪行為に関する個人の責任を明らかにす

る」ことを目的とする手続を擁する制度でなければならない

とする
[4]
。内部調査で会社はこのような｢手続｣を用いなけれ

ばならない。

DOJ ON BEST PRACTICES DOJ の考えるベストプラクティス 

DOJ “will not tell a company how it should conduct an 
investigation.”[5] In connection with evaluating a 
company’s efforts, however, the AAG says that the 
Department “ha[s] seen some ‘best practices’ with 
regard to internal investigations.”[6] On that front, the 
AAG has repeatedly delivered two messages: (1) 
companies that over-investigate do so at their own cost 
and peril; and (2) companies’ internal investigations 
must identify and deliver evidence against individual 
wrongdoers. The quality of the company’s investigation, 
then, will also determine how effectively the company is 
deemed to have cooperated with the government in 
delivering that evidence. See USAM 9-28.300 (Filip 
factor 4: “company’s willingness to cooperate in the 
investigation of its agents”). 

DOJ は、「企業に対し、調査をどう行うべきかについて指示

しない」
[5]
。しかし、企業の取組みの評価に関して、DOJ は、

「これまで内部調査に関する『ベストプラクティス』をいくつか

目にしてきた」と AAG は言う
[6]
。これについて、AAG は繰返

し、(1)必要以上の調査を行う企業は費用と危険を自ら負担

してこれを行っている、また、(2)企業の内部調査では、個人

の有責者に対する証拠を特定し、提出しなければならない、

という 2 つのメッセージを伝えている。そこで、企業の内部調

査のクオリティが、当該企業が個人の有責者の証拠を提出

するに際して政府に効果的に協力しているとみなされる度合

いを決することにもなる。USAM 9-28.300 （Filip ファクター4
「company’s willingness to cooperate in the investigation 
of its agents」）参照。 

Tailor and Target. DOJ is placing a premium on 
targeted investigations. A company should set out to 
“root[] out relevant facts, identify[] and interview[] the 
knowledgeable actors and captur[e] and preserv[e] 
relevant documents and other evidence.” If an 
investigation “unearths criminal conduct,” then the 
continued “inquiry should be thorough enough to identify 
the relevant facts, players, documents and other 
evidence, and to get a sense of the pervasiveness of the 
misconduct.”[7] 

調整と目標  DOJ は目的を絞った調査を重視している。企

業は、「関連事実を引っ張り出し、［事実関係に］精通してい

る当事者を特定して面談し、関連文書その他の証拠を捕ら

えて保存する」ことを目指すべきである。調査が「犯罪行為を

洗い出す」ものであるというのであれば、「調査は、関連事

実、当事者、文書その他の証拠・証人を特定するとともに、

企業内部での不正行為の広がりについて感触を得られる」

まで徹底して継続すべきである
[7] 。

Money and Time. The AAG insists it is “reasonable to 
take resources—time and money—into account” in 
tailoring the investigation.[8] She warns that the 
Department has seen “needlessly costly and overbroad 
investigations.”[9] It is not “necessary or productive for a 
company to employ its internal investigators to look 
under every rock and pebble.”[10] Or, as the AAG has 
previously phrased it, a company will not earn extra 
credit with DOJ should it “aimlessly boil the ocean.”[11] 

費用と時間  AAG は、「時間と費用というリソースを考慮し

て」調査に調整を加えるのが｢合理的｣であると主張し
[8]
、

DOJ は「不必要に費用が掛かる過度に広範な調査」を見て

きたと警告する
[9]
。「洗いざらい調べるために内部調査を行う

者を雇用するというのは、会社にとって、必要でも生産的で

もない」
[10]

。或いは、AAG が過去に発言したように、企業が

「目的もなく過剰なことをしたとしても、DOJ から特別の減免

措置が得られるものではない」
[11]

。逆に、｢そのようなことを

すれば｣費用が掛かるというのみならず、「結局は［政府の］
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To the contrary, she stresses “doing so will cost 
companies much more in the end” not only in fees but 
“because it ultimately will delay [the government’s] 
investigation and delay resolution and closure for the 
company.”[12] The devil, of course, resides in the details 
and in the judgments about scope to be made by 
experienced investigators. 

捜査を遅らせ、会社にとっての事件の解決や終結を遅らせ

ることになるため」、会社は一層大きな負担を負うことになる

と AAG は強調する
[12]

。勿論、細部のみならず、経験豊富な

調査人が行うべき範囲に関する判断においても注意が必要

であるのは当然である。

Communicate and Cooperate. Companies choosing to 
cooperate with the government will reap the benefit of 
additional help in “appropriately targeting their 
investigations.”[13] To the “extent possible, [DOJ] will 
make clear to those companies [its] areas of interest.”[14] 
The AAG said, “I tell my prosecutors that where 
possible, if it would not compromise our own 
investigation, we should share information with a 
cooperating company to help focus the company’s 
internal inquiry.”[15] Finally, the AAG “encourage[s] an 
open dialogue between company counsel and our 
prosecutors about the progress of the internal 
investigation.”[16] This dialogue “comes easily” to 
companies truly committed to demonstrating 
cooperation.[17] 

コミュニケーションと協力  政府に協力することを選択した

企業は、「適切に調査の目的を絞り込む」とき、更なる支援を

受け得る
[13]

。「可能な限り、［DOJ は］企業に対し関心を持っ

ている領域を明確に示すだろう」
[14]

。AAG は、「［情報共有

が］可能で、かつ我々自身の捜査が損われるのでない場合

には、当該企業が内部調査の焦点を絞ることができるよう、

協力企業と情報を共有すべきであると検察官らに対して伝

えている」と述べた後
[15]

、「内部調査の進捗について、社内

弁護士と検察官とのオープンな対話を奨励」までしている
[16]

。真に協力姿勢を示すことに取り組む企業にとって、その

ような対話は｢難なく実現する｣
[17]

。 

RECOMMENDATIONS アドバイス

Here are some suggestions for specific steps to 
consider in light of the guidance in the AAG’s speeches: 

AAG のスピーチで示された指針を踏まえ、検討すべき具体

的措置をここでいくつか示したい。

Develop Your Investigative Procedures Now. We 
know that a company’s “pre-existing compliance 
program” must have procedures designed to “uncover 
wrongdoing.” Of course, the precise investigative 
“procedures” will vary with future circumstances. But 
don’t wait for a crisis. General investigative procedures 
can be developed now and incorporated into the 
compliance program. If the need for an investigation 
arises, the company will be able to move more swiftly 
and smoothly. 

今すぐ調査手続を策定すること  企業の「既存のコンプライ

アンス･プログラム」は、「不正行為を明らかにする」ことを目

的とする手続を擁するものでなければならないことがわかっ

た。勿論、精確な調査「手続」は今後の事情により変わってく

る。しかし、危機を待つのであってはならない。一般的な調

査手続は今でも策定することができるし、コンプライアンス･

プログラムに組み込むことも可能だ。調査手続を策定してい

る企業は、調査の必要性が生じたとき、より迅速かつ円滑に

動けるだろう。

The Compliance Program’s Investigations Playbook. 
Think of those general procedures, tailored to the 
organization, as comprising an investigations “Playbook” 
for the in-house lawyer’s or director’s bookshelf. 
Develop them after discussions with pertinent corporate 
constituencies and with outside counsel or advisors 
about what would happen in a hypothetical investigation: 
How would it be staffed? Who would be the points of 
contact and authority? What evidence collection issues 
might arise unique to how the company operates? The 

コンプライアンス・プログラムにおける内部調査のプレーブッ

ク  社内弁護士や法務部長の本棚に常備すべき、内部調

査の「プレーブック」となる一般的手続（組織に合わせて調整

されたもの）について考えること。企業関係者や社外弁護士

或いはアドバイザーと、仮想調査で何が起きるかについて協

議した上で、このプレーブックを策定する。すなわち、どのよ

うに人員を配するか、誰が窓口となるか、誰が職務権限を有

するか、証拠収集に関し、会社の運営形態から特有な問題

が生じる可能性があるか、などである。内部調査のプレーブ

ックには、重要な IT 要員やベンダー、最新のデータマップ

3 
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Playbook might also include information for critical IT 
personnel and vendors, the latest data map (an 
inventory of the company’s electronic and other data 
sources), HR policies and employment/collective 
bargaining agreements, templates, company policies 
regarding whistleblower complaints, and any other 
information key personnel may need for an investigation. 

（当該企業の電子的データその他のデータソース）、HR 方

針や雇用関係・労働協約、テンプレート、内部通報者の告発

に関する会社の方針等、重要な人員が調査に必要とする情

報も含まれることがある。 

Prepare to Manage the Project! The AAG’s exhortation 
that it is “reasonable” to take “time and money” into 
account to avoid investigations that cause undue delay 
highlights the importance of actively managing the 
internal investigation. The company’s point of contact—
the investigating board committee or in-house lawyer—
should use project management techniques with the 
investigators: scope the project (reassess as needed); 
map out team responsibilities; use timelines and 
budgets; and schedule regular dialogue with DOJ to 
keep the investigation tailored and avoid the risks of 
under- or over-investigation. 

プロジェクト管理を準備！  不当に遅延を生じさせる捜査を

回避するために、「時間と費用というリソースを考慮して」内

部調査に調整を加えるのが｢合理的」との AAG の勧告は、

内部調査を積極的に管理することの重要性を強調したもの

である。会社の窓口となる者（調査委員会又は社内弁護士）

は、プロジェクトの範囲の画定（必要に応じて再評価）、チー

ムの責任の策定、予定表と予算の利用、さらに、調査を調整

し、行き過ぎた調査や調査不足を回避することを目的とした

DOJ との定期的な協議の計画立案等、プロジェクト管理技

術を捜査官とともに活用すべきである。 

CONCLUSION 総括 

Companies should treat an internal investigation as part 
of their compliance program, rather than something they 
must undertake as a result of having a compliance 
program. An ineffective investigation could prevent the 
company from getting full credit from DOJ for its costly 
and otherwise state-of-the-art compliance efforts as well 
as for its cooperation. 

企業は、コンプライアンス・プログラムを擁していることの結

果として内部調査に取り組むのではなく、コンプライアンス・

プログラムの一環としてこれを取り扱うべきである。実効性

のない内部調査は、DOJ への協力だけでなく、費用その他

の犠牲を払って最高水準のコンプライアンスに取り組んでい

るという姿勢によっても DOJ から引き出せるとされている最

大限の減免措置を阻んでしまうおそれがある。 
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We are Morrison & Foerster—a global firm of 
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largest financial institutions, investment banks, Fortune 
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straight years, and Fortune named us one of the “100 
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committed to achieving innovative and business-minded 
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モリソン・フォースターについて

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業

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

去 11 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働き

たい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げています。

モリソン･フォースターの弁護士はクライアントのために最良

の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務所と

なるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮しています。詳

しくは、当事務所のウェブサイト（www.mofo.com）をご覧くだ

さい。

Because of the generality of this update, the information 
provided herein may not be applicable in all situations 
and should not be acted upon without specific legal 
advice based on particular situations. Prior results do 
not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体

的な法的アドバイスを提供するものでもありません。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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