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After a six-year international investigation, the DOJ 
and SEC announced that Alcatel-Lucent S.A. will pay 
one of the largest settlements in Foreign Corrupt 
Practices Act history.[1] The Paris-based 
telecommunications company and three of its 
subsidiaries will pay $92 million to resolve criminal 
charges with the DOJ and $45 million in disgorgement 
to the SECfor using consultants to bribe government 
officials in Costa Rica, Honduras, Malaysia, and 
Taiwan. The $137 million settlement is the seventh 
largest FCPA settlement ever reported.[2] 

6 年にわたる国際調査の末、米国司法省（「DOJ」）およ

び米国証券取引委員会（「SEC」）は、Alcatel-Lucent 
S.A.が海外汚職防止法（「FCPA」）史上最高規模の和解

金を支払う旨を発表した
[1]

。パリを本拠地とする電気通信

会社である Alcatel-Lucent 及びその子会社 3 社は、コス

タリカ、ホンジュラス、マレーシア及び台湾の政府職員へ

の贈賄を目的としたコンサルタントの利用について、DOJ
との刑事訴訟を解決するために 9200 万ドルを支払い、

不正利得の返還として 4500 万ドルを SEC に支払う。 
1 億 3700 万ドルの和解金は、報告されている FCPA 和

解の中で史上 7 番目に高額なものである
[2]

。 

FOCUS ON MEANINGFUL INTERNAL CONTROLS 有意義な内部統制の重視 

DOJ charged Alcatel-Lucent with violating the internal 
controls and books and records provisions of the 
FCPA, and three subsidiaries with conspiring to violate 
those provisions and the FCPA’s anti-bribery 
provisions. The SEC brought civil charges against 
Alcatel-Lucent for bribery, books and records, and 
internal control violations. 

DOJ は、FCPA の内部統制及び帳簿・記録規定の違反

を理由として Alcatel-Lucent を、また、当該規定及び

FCPA の贈賄禁止規定の違反の共謀を理由として子会

社 3 社を起訴した。SEC は、贈賄、帳簿・記録及び内部

統制の違反を理由として、Alcatel-Lucent に対して民事

訴訟を提起した。 

The SEC alleged that, from 2001 through 2006, 
Alcatel and its subsidiaries “failed to detect or 
investigate numerous red flags.”[3] The complaint does 
not implicate any Alcatel officer or director. Rather, the 
SEC concluded that the bribery scheme was the 
product of a “lax corporate control environment.” 

SEC は、2001 年から 2006 年にかけて、Alcatel 及びそ

の子会社が「数々の危険信号の検知又は調査を怠った」

と主張した
[3]

。SEC はその訴状において、Alcatel の役員

又は取締役を当該訴えに関連付けておらず、むしろ、贈

賄のスキームが、「ずさんな企業統制環境」の産物であっ

たと結論付けている。 

The government acknowledged that, at the time the 
bribes were made, Alcatel already had a “company-
wide FCPA training program” and “risk assessment 
committee” in place. However, employees allegedly 

米国政府は、贈賄が行われた時点において、Alcatel が
「全社にまたがる FCPA 研修プログラム」及び「リスク評

価委員会」を設置済みであったことを認めた。しかしなが

ら、従業員はこれらのプログラムを日常的に無視又は回
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routinely disregarded or circumvented those 
programs, and the risk assessment committee was 
more focused on “customer lawsuits” than on 
preventing bribery. 

避していたとされ、また、リスク評価委員会は贈賄防止よ

りも「顧客による訴訟」に焦点を当てていた。 

“UNPRECEDENTED” AGREEMENT TO FOREGO 
THIRD-PARTY AGENTS 

第三者代理人を利用しない「史上初」の契約 

The DOJ’s announcement focused on Alcatel’s 
“business model”—pursuing business opportunities in 
foreign countries using third-party agents and 
consultants. DOJ said “this business model was 
shown to be prone to corruption.” 

DOJ の発表は、第三者代理人及びコンサルタントを利用

し海外でのビジネスチャンスを追及するという Alcatel の
「事業モデル」を中心としたものであった。DOJ は、「この

事業モデルが汚職に繋がりやすいことが示された」と述

べた。 

The SEC’s complaint highlights two extreme 
examples.[4] A perfume distributor was hired as a 
“consultant” in Honduras. He had no telecom 
experience, but was the brother of a government 
official. Also, the Alcatel employees responsible for 
reviewing Costa Rican consultants’ reports could not 
read or speak Spanish. 

SEC の訴状は、2 件の極端な例を強調している
[4]

。香水

販売業者がホンジュラスで「コンサルタント」として雇用さ

れた。そのコンサルタントは電気通信に関する経験を有し

ていなかったが、政府職員の兄弟であった。また、コスタ

リカ人コンサルタントの報告書の検討する責任者であっ

た Alcatel 従業員はスペイン語を読むことも話すこともで

きなかった。 

In its three-year deferred prosecution agreement, 
Alcatel agreed to stop using third-party sales and 
marketing agents in conducting its worldwide 
business. DOJ reported that the “unprecedented 
pledge” was made on the company’s “own initiative 
and at a substantial financial cost.” 

Alcatel は、その 3 年の訴追延期合意において、自社の

国際事業活動において第三者販売・マーケティング代理

人の利用を中止することに合意した。DOJ は、「史上初

の誓約」が Alcatel「自らが率先してかつ多額の金銭的コ

ストを負担して」行われた、と報告した。 

Alcatel-Lucent added in a separate statement that it 
was the “first in its industry” to terminate its 
international agents and consultants, which it said 
were the “primary” source of the improper payments.[5] 
The company added that it is “a radically different 
company today” than at the time the improper 
payments were made, with “different management, 
including a new CEO, a new executive committee and 
a different Board of Directors, . . . a zero-tolerance 
policy regarding bribery and corruption and . . . a 
system in place with strong processes and Internet-
based and live training designed to prevent these 
types of situations in all aspects of our business.” The 
company added that it has “implemented policies and 
procedures to prevent the violations from happening 
again.” 

Alcatel-Lucent は、同社によれば不正支払の「主要な」

原因であった国際事業における代理人及びコンサルタン

トの利用を取りやめた「業界初」の企業である、と別途声

明にて付言した
[5]

。Alcatel-Lucent は、今日の同社が、

不正支払が行われた時点とは「根本的に違う企業」であ

り、「新たな CEO、新たな執行委員会及び新たな取締役

会を含むこれまでと異なる経営陣、（中略）贈賄及び汚職

に関するゼロ・トレランス方針、並びに（中略）同社の事業

の全ての側面においてこれらの状況を防止すべく設計さ

れた確固たるプロセス並びにインターネット・ベースの研

修及びライブでの実際の研修を有するシステムを備えて

いる」旨、そして「このような違反の再発を防止するため

の方針及び手続を導入している」旨を付け加えた。 

Notwithstanding Alcatel-Lucent’s existing anti-
corruption program, the company agreed to implement 
rigorous compliance enhancements. As part of the 
settlement, the company also agreed to retain an 

同社の既存の腐敗防止プログラムにかかわらず、

Alcatel-Lucent は、厳格なコンプライアンス強化策を導入

することに同意した。Alcatel-Lucent はまた、和解の一環

として、「3 年間、強化された FCPA 遵守プログラムの実
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“independent compliance monitor for three years to 
oversee the implementation of the enhanced FCPA 
compliance program and to submit yearly reports to 
[DOJ].”[6] 

施を監督し、［DOJ に］毎年報告書を提出する独立したコ

ンプライアンス監視員」を保持することに同意した
[6] 。 

THE LONG AND WINDING ROAD TO SETTLEMENT  和解に達するまでの長く曲がりくねった道のり 

The settlements were a long time coming. In 2004, 
Alcatel learned that Costa Rican authorities were 
investigating its vice president and long-time 
employee Christian Sapsizian for bribery in that 
country.[7] Soon after, Alcatel fired Sapsizian and 
Edgar Valverde Acosta, Alcatel’s senior Costa Rican 
officer. 

和解に至るまでには長期を要した。2004 年、Alcatel は、

コスタリカの当局が同社の副社長であり長期にわたり従

業員であった Christian Sapsizian を、同国における贈賄

容疑で調査していることを知った
[7]

。その後間もなく、

Alcatel は、Sapsizian 及び同社のコスタリカにおける上

級役員であった Edgar Valverde Acosta を解雇した。 

Alcatel disclosed these payments to the U.S. 
government in 2004. But according to the DOJ, 
Alcatel’s cooperation with the U.S. government’s 
investigation was “limited and inadequate.”[8] 
Cooperation did not improve, according to the DOJ, 
until after Alcatel merged with U.S.-based Lucent 
Technologies in November 2006. 

Alcatel は、2004 年、これらの支払を米国政府に開示し

た。しかしながら、DOJ によると、米国政府の調査に対す

る Alcatel の協力は「限定的で不十分」なものであった
[8]

。DOJ によると、Alcatel の協力の質は、米国を拠点と

する Lucent Technologies と 2006 年 11 月に合併する

まで、向上しなかった。 

In December 2006, Sapsizian was indicted for causing 
Alcatel to wire $14 million in “commission” payments 
to a consultant, who then transferred $2.5 million to a 
government official in Costa Rica.[9] He pled guilty in 
June 2007 and was convicted in September 2008.[10] 
Sapsizian was sentenced to 30 months in prison, 
three years of supervised release, and forfeiture of 
$261,500.[11] Acosta was likewise indicted for 
conspiring to arrange the bribes back in 2007, but he 
remains a fugitive.[12] 

2006 年 12 月、Sapsizian は、コンサルタントに対する

「手数料」の支払において 1400 万ドルを Alcatel に電子

送金させた罪で起訴された。このコンサルタントは、当該

金額を受領後、250 万ドルをコスタリカの政府職員に送

金していた
[9]

。2007 年 6 月、Sapsizian は罪を認め、

2008 年 9 月に有罪判決が下された
[10]

。Sapsizian に

は、懲役 30 ヶ月、監視下の釈放 3 年及び罰金 26 万

1500 ドルの刑が言い渡された
[11]

。Acosta も 2007 年、

同様に贈賄手配の共謀の罪で起訴されたが、未だ逃亡

中である
[12]

。 

Lucent, meanwhile, had its own FCPA issues prior to 
its merger with Alcatel and settled FCPA charges with 
DOJ and SEC in December 2007. The government 
alleged that Lucent improperly paid travel expenses 
for Chinese government officials from 2000 to 
2003.[13] Lucent paid a $1 million criminal fine and 
$1.5 million in civil penalties. 

一方、Alcatel との合併前に自社の FCPA 問題を抱えて

いた Lucent は、2007 年 12 月に DOJ 及び SEC に対し

て FCPA 関連の罰金を支払っている。米国政府は、

Lucent が 2000 年から 2003 年にかけて中国政府職員

に旅費を不正に支払っていたと主張した
[13]

。Lucent は、

刑事上の罰金 100 万ドルと民事上の違約金 150 万ドル

を支払っている。 

Then, in its February 2010 10-K, Alcatel announced 
that in December 2009 it had reached agreements in 
principle to resolve the DOJ and SEC’s investigations 
of the company. The SEC and DOJ announced the 
final settlements, subject to court approval, on 
December 27, 2010. 

その後、Alcatel は、2010 年 2 月の 10-K において、

2009 年 12 月に同社が DOJ 及び SEC による同社の調

査を解決することについて、大筋で同意したことを発表し

た。SEC 及び DOJ は、2010 年 12 月 27 日、裁判所の

承認を条件とした最終的な和解を発表した。 

Alcatel’s settlement with the U.S. government came 
after the company already agreed to pay $10 million to 

Alcatel の米国政府との和解は、コスタリカ政府が提起し

た汚職事件を解決するために同社が 1000 万ドルを支払
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settle a corruption case brought by the government of 
Costa Rica. And, Alcatel’s corruption saga may not yet 
be over. The Honduras government said it will reopen 
investigations into alleged bribes in that country in light 
of the U.S. government settlements.[14] Alcatel 
disclosed in its financial statements that French and 
Costa Rican authorities are also investigating the 
company’s activities.[15] 

うことに既に同意した後に実現した。さらに、Alcatel の汚

職事件は終結したとは限らない。ホンジュラス政府は、

Alcatel と米国政府との和解を念頭に、ホンジュラス国内

における贈賄疑惑に対する調査を再開すると言っている
[14]

。Alcatel は、フランス及びコスタリカの当局が同社の

活動を調査している旨を、同社の財務諸表において開示

している
[15]

。 

DOJ PUNISHES THE COMPANY’S “LIMITED” 
COOPERATION 

DOJ が Alcatel の「限定的な」協力を罰したこと 

The DOJ’s announcement stated that Alcatel’s 
unusually high penalty reflected, in part, the 
company’s “limited and inadequate cooperation” 
before Alcatel’s 2006 merger with Lucent. This despite 
the fact that the company self-reported improper 
payments in 2004. DOJ did acknowledge that after the 
merger, the company’s cooperation “substantially 
improved,” and said the charging documents reflect 
that cooperation. 

DOJ の発表によれば、Alcatel に対する稀に見る高額な

罰金は、同社が 2006 年に Lucent と合併する前の同社

による「限定的で不十分な協力」を一部反映しているとの

ことである。Alcatel が 2004 年に不正支払につき自発的

に情報を開示したという事実に関わらず、このような決定

が下されている。DOJ は、合併後に同社の協力が「著しく

向上」したことを認め、起訴状がかかる協力を反映してい

ると述べた。 

CONCLUSION  結論 

This significant settlement underscores the importance 
of establishing and maintaining robust internal controls 
and compliance programs. It is not enough to put a 
compliance program in place. Policies and procedures 
must be followed, monitored, and updated regularly. 
Importantly, that includes keeping tabs on the 
consultants and other agents that the company and its 
subsidiaries employ in foreign countries. This case 
highlights the potential perils of reliance on 
consultants and other agents in foreign countries, 
given DOJ’s statement that Alcatel’s “business model 
was shown to be prone to corruption.” 

この重要な和解は、強固な内部統制及びコンプライアン

ス・プログラムを策定・維持する重要性を強調するもので

ある。コンプライアンス・プログラムを導入するのみでは十

分ではない。方針及び手続を遵守し、監視し、定期的に

更新することが必要である。重要な点は、それには、

Alcatel 及びその子会社が海外において雇用するコンサ

ルタント及びその他代理人を管理することが含まれること

である。本件は、Alcatel の「事業モデルが汚職に繋がり

やすいことが示された」という DOJ の声明を鑑みると、海

外においてコンサルタント及びその他代理人に依存する

ことの潜在的な危険性を浮き彫りにするものである。 

FOOTNOTES 脚注 
[1] Department of Justice Release No. 10-1481 (Dec. 
27, 2010), available at 
http://www.justice.gov/opa/pr/2010/December/10-crm-
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http://www.justice.gov/opa/pr/2010/December/10-crm-1481.html
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[13] DOJ Release No. 07-1028 (Dec. 21, 2007), [13] DOJ リリース No. 07-1028（2007 年 12 月 21 日）
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available at 
http://www.justice.gov/opa/pr/2007/December/07_crm
_1028.html; SEC Release No. 20414 (Dec. 21, 2007), 
available at 
http://www.sec.gov/litigation/litreleases/2007/lr20414.h
tm. 

は、

http://www.justice.gov/opa/pr/2007/December/07_crm
_1028.html から、SEC リリース No. 20414（2007 年 12
月 21 日）は 
http://www.sec.gov/litigation/litreleases/2007/lr20414.
htm から入手可能です。 

[14] Associated Press, Honduras Reopens Alcatel 
Bribe Case on SEC Ruling (Dec. 29, 2010), available 
at 
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9KD
N1F00.htm. 

[14] Associated Press の「SEC 判決を受けホンジュラス

が Alcatel の贈賄事件を再開」（2010 年 12 月 29 日）

は、 
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9K
DN1F00.htm から入手可能です。 

[15] Alcatel-Lucent Condensed Consolidated Financial 
Statements, note 7 above. 

[15] Alcatel-Lucent 連結財務諸表要約、上記注 7。 

About Morrison & Foerster:  モリソン・フォースターについて 

We are Morrison & Foerster—a global firm of 
exceptional credentials in many areas. 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 seven 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・フォースターは、多くの分野において優れた実

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 7 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。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.  

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。 

モリソン・フォースターの FCPA に関する実務の詳細情報につきましては、下記窓口にご連絡ください。 
 
ポール T. フリードマン 
PAUL T. FRIEDMAN 
サンフランシスコ 
SAN FRANCISCO 
+1 (415) 268-7444 
pfriedman@mofo.com 
 

ダニエル P. レヴィソン 
DANIEL P. LEVISON 
東京 
TOKYO 
+81 3 3214 6522 
dlevison@mofo.com  

カール H. ローエンソン 
CARL H. LOEWENSON 
ニューヨーク 
NEW YORK 
+1 (212) 468-8128 
cloewenson@mofo.com 
 

ランダル J. フォンズ 
RANDALL J. FONS 
デンバー 
DENVER 
+1 (303) 592-2257 
rfons@mofo.com 

ロバート A. サレルノ 
ROBERT A. SALERNO 
ワシントンD.C. 
WASHINGTON, DC 
+1 (202) 887-6930 
rsalerno@mofo.com 

シェリー イン 
SHERRY YIN 
北京 
BEIJING 
+86 10 5909 3566 
syin@mofo.com 

ケヴィン・ロバーツ 
KEVIN ROBERTS 
ロンドン 
LONDON 
+44 20 7920 4160 
kroberts@mofo.com 

 

http://www.justice.gov/opa/pr/2007/December/07_crm_1028.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2007/December/07_crm_1028.html
http://www.sec.gov/litigation/litreleases/2007/lr20414.htm
http://www.sec.gov/litigation/litreleases/2007/lr20414.htm
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9KDN1F00.htm
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9KDN1F00.htm
http://www.mofo.com/paul-friedman/
http://www.mofo.com/daniel-levison/
http://www.mofo.com/carl-loewenson/
http://www.mofo.com/randall-fons/
http://www.mofo.com/robert-salerno/
http://www.mofo.com/sherry-yin/
http://www.mofo.com/kevin-roberts/

