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WELCOME
Welcome to Morrison & Foerster’s quarterly
newsletter on dispute resolution. In this
newsletter, we address recent developments in
arbitrations, investigations, and commercial
and intellectual property litigation that may
affect Japanese companies. Please feel free to
contact any member of Morrison & Foerster’s
Japan office to learn more about the topics
covered in this newsletter.
紛争解決についてモリソン・フォースターがお送りする
季刊ニュースレターへようこそ。このニュースレターで
は、日本企業に影響を及ぼし得る仲裁、調査、商事訴
訟・知的財産訴訟に関する最近の動向をお伝えしま
す。本ニュースレターの内容についてより詳しくお知り
になりたい場合は、お気軽にモリソン・フォースター日
本オフィスまでお問合せください。

ABOUT OUR TEAM
Our global team of 450 litigators includes
some of the top trial and appellate lawyers in
the United States, Japan, China, and the UK,
with leading practitioners in intellectual
property, securities, commercial litigation,
antitrust, white-collar criminal defense,
product liability, class actions, unfair
competition, financial services, trade secrets,
privacy, and employment litigation.

当事務所の 450 名の訴訟弁護士からなるグローバ
ルチームには、知的財産、証券、商事訴訟、独占禁止
法、ホワイトカラー刑事弁護、製造物責任、集団訴
訟、不正競争、金融サービス、企業機密、プライバ
シー、雇用訴訟に精通した、米国、日本、中国及び英
国のトップクラスの法廷及び控訴担当弁護士が所属
しています。

In Japan, our Litigation Group is not only the
largest of any international law firm in the
country, but is the only group with a dedicated
team of 25 full-time litigation attorneys, more
than half of whom are fluent in Japanese.

日本の訴訟グループは、国内の国際法律事務所のな
かで最大級の規模を誇るだけでなく、国内で唯一、フ
ルタイムで稼働する 25 名の専任の訴訟弁護士を擁
しており、その半数以上は日本語に堪能です。

Operating globally with a wide range of
expertise, our team works quickly to address
and resolve clients’ legal needs.

クライアントのあらゆる法的ニーズに対して幅広い専
門分野のグローバルネットワークを駆使して対処する
ことで、迅速に問題解決にあたります。
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Effect of U.S. Sanctions
on Companies in Japan

米国制裁の日本の企業へ
の影響

Daiske Yoshida, Chen Zhu

吉田 大助、朱晨昊

In response to Russia’s invasion of Ukraine,
many countries around the world have imposed
unprecedentedly severe economic sanctions. The
United States, the UK, the EU, Japan, South
Korea, Singapore, and others have frozen the
assets of Russian and Belarussian politicians,
oligarchs, banks, and companies and have
restricted exports of various goods to Russia,
Belarus, and the breakaway Ukrainian regions.
Major Russian banks have been cut off from the
SWIFT system for facilitating international
payments. Many international businesses,
banks, law firms, and accounting firms have
terminated or suspended operations in Russia.
As the conflict drags on, there will likely be more
moves to isolate Russia.

ロシアのウクライナ侵攻を受けて、世界の多くの国々
がこれまでにない厳しい経済制裁を発動しています。
米国、英国、EU、日本、韓国、シンガポール等はロシ
ア及びベラルーシの政治家、新興財閥、銀行及び企業
の資産を凍結したほか、ロシア、ベラルーシ及びウクラ
イナの分離独立地域へのさまざまな物品の輸出を制
限しています。また、ロシアの大手銀行は、国際送金
円滑化システムである SWIFT から排除されました。多
数の国際的な企業、銀行、法律事務所及び会計事務
所もロシアでの事業・業務を中止・停止しています。今
後も、紛争が長引くなかで、ロシアを孤立させる更なる
動きが出てくることが予想されます。

For Japanese companies that conduct business ロシアと事業を行う、又はロシアに人員を配する日本
with Russia or have personnel there, the impact 企業は、日本政府の措置により、確実に直接的な影響
of the Japanese government’s measures is direct を受けます。既にロシアへの半導体や電子製品及び
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and apparent. Exporting semiconductors and
other electronic goods as well as luxury goods to
Russia is practically prohibited. Transferring
money to and from Russia has become extremely
difficult, which in turn has limited the ability for
Japanese businesses to import and export
products. Japan has also declared that it will
revoke Russia’s “most favored nation” status,
which will lead to higher tariffs on Russian
imports.

奢侈品の輸出は実質的に禁止されています。ロシアへ
の送金や同国からの送金は非常に難しくなったため、
結果的に日本企業も製品の輸出入が制限されるよう
になってきました。また、日本政府は、ロシアの「最恵
国待遇」を撤回すると表明しました。これによりロシア
からの輸入品への関税率が引き上げられることになり
ます。

In addition to Japanese sanctions, however,
Japanese companies should be aware that the
U.S. government imposes “secondary” or
“extraterritorial” sanctions on transactions that
occur outside the United States and have no
connection to the United States, or do not
involve any U.S. persons. U.S. sanctions are
enforced by the Department of Treasury’s Office
of Foreign Assets Control (“OFAC”). “Primary”
sanctions are those that apply to transactions
with a U.S. nexus (e.g., use of U.S. financial
systems or software services or activity within
the United States), or involve U.S. persons (i.e.,
individuals and entities located in the United
States and their foreign branches). By contrast,
secondary sanctions are designed to deter nonU.S. persons from engaging in transactions that
may undermine the U.S. sanctions regime, even
when the transaction has no U.S. nexus and is
legal in the non-U.S. person’s country. In the
worst case, violating U.S. secondary sanctions
could result in the non-U.S. person being placed
on OFAC’s Specially Designated Persons
(“SDN”) list—basically a blacklist—and being cut
off from the U.S. economy and financial system.
This means that the non-U.S. person would not
be able to clear U.S. dollar transactions, which
requires processing through a U.S. bank.
Secondary sanctions give non-U.S. persons a
stark choice—you can do business with the
United States or with a sanctioned person, but
not both.

更に、日本企業は、このような日本政府の制裁措置の
ほか、米国政府が、米国外で行われ、米国に接点のな
い、あるいは米国人が全く関与しない取引についても
「二次」制裁や制裁の「域外適用」を行うことに留意しな
ければなりません。米国制裁は財務省外国資産管理
局（Office of Foreign Assets Control、「OFAC」）が実
施します。「一次」制裁は、米国との接点を有する取引
（例えば、米国の金融システム若しくはソフトウェア
サービスの使用、又は米国内で行われる活動）に適用
され、又は米国人（すなわち、米国内及びその国外支
店に位置する個人及び団体）に関わるものです。これ
に対し、二次制裁は、非米国人による、米国の制裁体
制を害するおそれのある取引を阻止することを目的と
しており、当該取引が、米国との接点がなく、当該非米
国人の自国においては合法である場合にも適用され
ます。最悪の場合、米国の二次制裁に違反した非米国
人は、OFAC の制裁対象者（Specially Designated
Persons、「SDN」）リスト（事実上のブラックリスト）に掲
載され、米国の経済・金融システムから遮断されるお
それがあります。これは、制裁の適用を受けた非米国
人が米国ドルでの取引決裁ができなくなることを意味し
ます。というのも、このような決裁は米国銀行を通じて
処理を行う必要があるためです。二次制裁により、非
米国人は、米国と取引をするか、制裁対象者と取引を
するか、どちらかひとつを選ばなければならないという
厳しい選択を迫られます。

There are a number of secondary sanctions that
apply to Russia. The broadest is Section 228 of
the Countering America’s Adversaries Through
Sanctions Act of 2018 (“CAATSA”), which
mandates sanctions on any foreign person who

ロシアに適用される二次制裁はいくつかあります。適
用範囲が最も広いのは 2018 年米国敵対者制裁法
（Countering America’s Adversaries Through
Sanctions Act of 2018、「CAATSA」）第 228 条です
が、同条では、「ロシア連邦に関する米国制裁の対象
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“facilitates a significant transaction … for or on
behalf of . . . any person subject to sanctions
imposed by the United States with respect to the
Russian Federation.” Although many of the
“persons” (which includes both individuals and
entities) who are subject to U.S. sanctions will
overlap with Japan’s sanctions, the U.S. list is
more comprehensive. To determine whether a
transaction is “significant,” OFAC has provided
guidance that it considers the totality of the
circumstances, including the following seven
factors:

者…のために又はこれに代わり…重大な取引を手助
けする」一切の外国人に対して制裁を課すことを義務
付けています。米国制裁の対象となる「者」（個人と団
体の双方を含みます）の多くは日本の制裁対象者と重
なりますが、米国のリストの方がより包括的です。取引
が「重大（significant）」であるか否かを判断するため、
OFAC は、全体的な状況（次の 7 つの要因を含む）を
考慮するという指針を示しています。

1.

the size, number, and frequency of the
transaction(s);

1.

取引の規模、件数及び頻度

2.

the nature of the transaction(s);

2.

取引の性質

3.

the level of awareness of management and
whether the transaction(s) are part of a
pattern of conduct;

3.

経営陣の認識レベル、及び当該取引が行動パ
ターンの一部であるか否か

4.

the nexus between the transaction(s) and a
person subject to sanctions imposed by the
United States with respect to the Russian
Federation;

4.

当該取引と、ロシア連邦に関する米国制裁の対
象者との間の接点

5.

the impact of the transaction(s) on
statutory objectives;

5.

法的目標に対する当該取引の影響

6.

whether the transaction(s) involve
deceptive practices; and

6.

当該取引が欺瞞的行為に関与するか否か

7.

such other factors that the Secretary of the
Treasury deems relevant on a case-by-case
basis.

7.

個別に財務長官が関連するとみなすその他の要
因

With respect to Russia sanctions under CAATSA,
OFAC has explained that a transaction with a
sanctioned person will be considered potentially
“significant” only if it also involves “deceptive
practices (i.e., attempts to obscure or conceal the
actual parties or true nature of the
transaction(s), or to evade sanctions).” Id. 1

CAATSA に基づく対ロシア制裁措置に関し、OFAC
は、制裁対象者との取引は、「欺瞞的行為（すなわち、
取引の実際の当事者若しくは本質を隠蔽若しくは隠匿
しようとすること、又は制裁を回避しようとすること）」に
関与する場合に限り「重大（significant）」であるとみな
される可能性があると説明しています（前掲）。2

Although they are not secondary sanctions per
se, under Russia sanctions authority Executive
Order 14024 (April 2021), OFAC has the
discretion to impose blocking sanctions on
non-U.S. persons acting entirely outside of the

対ロシア制裁の根拠である大統領令第 14024 号
（2021 年 4 月）は、本来は二次制裁ではありません
が、これに基づき、OFAC は、完全に米国外で行為を
する非米国人に対しても、所定のあらゆる取引の禁止
や資産凍結等を命じる制裁を発動する権限を有しま

1

See OFAC FAQ 545.
OFAC の「よくある質問」545 号を参照。
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United States that, among other proscribed
conduct:

す。非米国人による当該行為には、特に次に掲げる行
為が含まれます。



operate in the technology sector or the
defense and related materiel sector of the
Russian economy or any other sector of the
Russian economy as may be designated by
the Secretary of the Treasury (Sec. 1(a)(i));



ロシア経済の技術若しくは防衛部門及び関連重
要部門、又は財務長官が指定するロシア経済の
その他の部門で事業展開すること (第 1 条
(a)(i))。



have acted for or on behalf of, directly or
indirectly, the Government of the Russian
Federation (Sec. 1(a)(vii); or



直接的又は間接的にロシア連邦政府のために
又はこれに代わり行為をすること (第 1 条
(a)(vii))。



have materially assisted, sponsored, or
provided financial, material, or technological
support for certain enumerated activities
against the interests of the U.S. listed in E.O.
14024, or for any person whose property is
blocked by E.O. 14024 (Sec. 1(a)(vi)).



大統領令第 14024 号に列挙された米国の利益
に反する一定の行為について、又は大統領令第
14024 号により財産が凍結された者について、
重要な支援、出資、又は財政的、物質的若しくは
技術的な援助の提供を行うこと (第 1 条
(a)(vi))。

The term ‘‘Government of the Russian
Federation’’ is broadly defined to include “any
political subdivision, agency, or instrumentality”
of the Russian government, “including the
Central Bank of the Russian Federation, and any
person owned, controlled, or directed by, or
acting for or on behalf of, the Government of the
Russian Federation.” 3

「ロシア連邦政府」という用語は、ロシア政府の「政治
部門、部局又は機関（ロシア連邦中央銀行、ロシア連
邦政府により所有、支配若しくは指示され、又はロシア
連邦政府のために若しくはこれに代わり行為する者を
含む）」と広義に定義されます。4

Currently, secondary sanctions against Russia
are unlikely to apply to innocent transactions
that do not involve supply of technology or
financing to Russian government-related
entities, deceptive efforts to evade sanctions, or
efforts to offset the impact of sanctions.
However, as the conflict drags on and more
sanctions are implemented, the scope of the
secondary sanctions may expand. Japanese
companies that do significant business with
Russia, especially those that have engaged in
business ventures with Russian state-controlled
entities (particularly those in the SDN list),
including supplying technological goods or
services or financing, should be highly cautious.
Efforts to maintain such business relations, such
as by routing goods or payments through
countries that have no sanctions against Russia,
may lead to significant penalties.

現在のところ、ロシアに対する二次制裁が、ロシア政
府関連企業への技術供与や財政支援、制裁回避を目
的とした欺瞞的な試み又は制裁の影響を相殺しようと
する試みを伴わないクリーンな取引に適用されること
は考えにくいです。しかしながら、紛争が長引き、更な
る制裁が実施されるにつれ、二次制裁の範囲が拡大
する可能性があります。ロシアと大規模なビジネス（技
術的物品・サービスの供給や資金援助を含みます）を
行う日本企業、特にロシア政府の支配下にある企業
（とりわけ SDN リスト掲載企業）と事業を行う日本企業
は警戒感を高める必要があります。対ロシア制裁を発
動していない国々を通じて物品を送ったり、支払いを行
うなどの方法により上記のような事業関係を維持しよう
とした場合、多大な制裁が科されるおそれがあります。

3

See E.O. 14024.
大統領令第 14024 号を参照。
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OFAC has issued guidelines on implementing an
effective sanctions compliance program.5 Key
elements of such a compliance program include
management commitment, risk assessment,
internal controls, testing and auditing, and
training. Japanese companies that do business
with Russia, especially those in the financial and
technology sectors, would be well advised to
develop a compliance program to ascertain their
risk and implement appropriate measures.

OFAC は、効果的な制裁コンプライアンスプログラム
の実施に関するガイドラインを示しています6。このプロ
グラムの重要な要素には、経営陣のコミットメント、リス
ク評価、内部統制、検査・監査及び研修が含まれま
す。ロシアとビジネスを行う日本企業、とりわけ金融・
技術部門の日本企業は、コンプライアンスプログラム
を整備してリスクを確認し、適切な措置を講じることを
お勧めします。

U.S. DOJ and FTC to
Tighten Merger
Guidelines

米 DOJ 及び FTC、企業結
合ガイドラインの引締めへ

Andrew Meyer, Geary Choe

アンドリュー・マイヤー、崔 琪烈（チェ・キョル）

On January 18, 2022, the U.S. Federal Trade
Commission (“FTC”) and Department of
Justice’s Antitrust Division (“DOJ”)
announced their plan to review and revise the
Horizontal Merger Guidelines and the Vertical
Merger Guidelines (collectively, “Merger
Guidelines”). The Merger Guidelines provide
the analytical framework and enforcement

2022 年 1 月 18 日、米連邦取引委員会（以下「FTC」）及
び司法省反トラスト局（以下「DOJ」）は、水平型企業結合
ガイドライン及び垂直型企業結合ガイドライン（以下総称
して、「企業結合ガイドライン」）を見直し、改正する計画
を発表しました。企業結合ガイドラインでは、連邦反トラ
スト法に基づく合併・買収の調査における分析の枠組み
と執行方針を定めています。例えば、ガイドラインには、

See https://home.treasury.gov/system/files/126/framework_ofac_cc.pdf.
https://home.treasury.gov/system/files/126/framework_ofac_cc.pdf.を参照。
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policies in investigating mergers and
acquisitions under federal antitrust laws. For
example, they provide guidance as to how to
define markets, how to assess market
concentrations, and how to evaluate
acquisitions of distressed firms.

市場の画定、市場集中度の評価、及び経営不振企業の
買収評価の方法についての指針が定められています。

The agencies have found it important to
update the Merger Guidelines in view of
competitive harms present in today’s
technology and digital mergers. Jonathan
Kanter, DOJ’s assistant attorney general, noted
that the digital transformation has
revolutionized the nature of industry and
companies “cooperate, compete, and invent in
profoundly different ways than they did
20 years ago.”7 Lina Khan, FTC chair, echoed
the sentiment: “Major technological and
economic changes [. . .] have led to shifts in
how businesses compete and grow, creating
new interconnections and dynamics across
multiple dimensions. For us to accurately
detect and analyze potentially illegal
transactions in the modern economy, ensuring
that our merger guidelines reflect these new
realities is critical.”8

当局は、今日のテクノロジー企業とデジタル企業の企業
結合における競争上の弊害に鑑み、企業結合ガイドライ
ンを更新することが重要であると考えています。DOJ 司
法次官補のジョナサン・カンター氏によれば、デジタル変
革によって産業の在り方が大きく改革され、企業は「20
年前とは大きく異なる方法で協力し、競争し、発明してい
ます」9。FTC 委員長のリナ・カーン氏も同様の見解を示
し、次のように述べています。「テクノロジーと経済の大き
な変化が企業の競争や成長に変動をもたらし、企業間の
新しい相互接続や多次元のダイナミズムを生んでいま
す。我々が近代経済において違法な可能性のある取引
を正確に検知・分析するためには、当委員会の企業結合
ガイドラインに新しい現実を確実に反映させることが極め
て重要です10。」

Accordingly, the agencies requested public
input on how they can modernize enforcement
of the antitrust laws regarding mergers.” Of the
15 topics for which they requested public
input, FTC’s Khan highlighted the following
three in her speech:

そこで当局は、企業結合に関する反トラスト法の執行を
どのように近代化できるかについて広く一般から意見を
募集しました。当局が広く意見を求めた 15 のトピックの
うち、FTC のカーン氏はスピーチで次の 3 つを取り上げ
ました。





Monopoly: Do the guidelines sufficiently
address competitive concerns reflected in
the Clayton Act’s prohibition against
mergers that tend to create a monopoly?

独占： ガイドラインは、競争上の懸念（独占を生
みがちな企業結合をクレイトン法が禁止しているこ
とに反映されている懸念）に十分に対処している
か。

See U.S. Dep’t of Just., “Assistant Attorney General Jonathan Kanter Delivers Remarks on Modernizing Merger Guidelines”
(Jan. 18, 2022), available at https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-jonathan-kanter-delivers-remarksmodernizing-merger-guidelines.
8
See Fed. Trade Comm’n, “Remarks of Chair Lina M. Khan Regarding the Request for Information on Merger Enforcement”
(Jan. 18, 2022), available at
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1599783/statement_of_chair_lina_m_khan_regarding_the_request
_for_information_on_merger_enforcement_final.pdf.
9
See U.S. Dep’t of Just., “Assistant Attorney General Jonathan Kanter Delivers Remarks on Modernizing Merger
Guidelines” (Jan. 18, 2022), available at https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-jonathankanter-delivers-remarks-modernizing-merger-guidelines.
10
連邦取引委員会「リナ M. カーン委員長、企業結合の執行に関する情報要請について発言（Remarks of Chair Lina M.
Khan Regarding the Request for Information on Merger Enforcement）」（2022 年 1 月 18 日）参照（
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1599783/statement_of_chair_lina_m_khan_regarding_t
he_request_for_information_on_merger_enforcement_final.pdf にて閲覧可能）。
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Labor Market: Do the guidelines set forth a
sufficient framework to analyze mergers
that may lessen competition in labor
markets and thereby harm workers?



Types and Sources of Evidence: Should the
guidelines consider price as well as
nonprice effects of a merger? Does the
guidelines’ framework sufficiently capture
the range of indicia of market power?



DOJ’s Kanter added the following two in his
remarks:

労働市場： ガイドラインは、労働市場での競争
を減らし、それにより従業者に不利益を生じさせか
ねない企業結合を分析するための十分な枠組みを
定めているか。
証拠の種類及び情報源： ガイドラインは、企業結
合の価格効果及び非価格効果を検討すべきか。
ガイドラインの枠組みは、市場支配力の兆候の範
囲を十分に捉えているか。

DOJ のカンター氏も、そのコメントで次の 2 点に触れまし
た。




Multidimensional Analysis: Does the
framing of horizontal versus vertical
analysis fail to account for modern markets
that are often multidimensional?

多次元分析： 水平型分析と垂直型分析の対比
の構図は、多次元的であることが多い近代市場の
説明を欠いていないか。



Market Realities: Is the static formalism of
market definition a reliable tool for
assessing the potential harms of mergers?
Should the guidelines consider stacks or
clusters of component products and
services to capture the dynamism in the
market?



市場の現実： 市場画定における固定的な形式主
義は、企業結合の潜在的弊害の評価において信
頼できるツールであるか。ガイドラインは、市場を
構成する製品及びサービスを市場のダイナミズム
を捉えるための一群又は総体として検討すべき
か。

The initial public comment period ran until
March 21, 2022. Once the agencies publish a
draft version of the guidelines, there will be
another chance for public feedback. The
agencies aim to finish revising the guidelines
by the end of this year.

当初のパブリックコメント募集期間は 2022 年 3 月 21 日
に終了しました。当局がガイドラインのドラフト版を公表し
た後に、再度意見の公募が行われます。当局は、今年
の年末を目途としてガイドラインの改正を進めています。

The joint announcement indicates that U.S.
merger control will become much more
rigorous under the current administration. The
request for public input signals the agencies’
shift on their positions on structural
presumptions, the role of market definition,
deals in digital markets, and the impact of
transactions on labor. Japanese companies
looking abroad for deals should take note of
the forthcoming guidelines and strategically
assess the risks to closing on time.

共同発表は、米国の企業結合規制が現政権下でより活
発化することを示唆しています。意見が広く募集されてい
るということは、構造的な推定、市場画定の役割、デジタ
ル市場の案件、及び取引が労働市場に及ぼす影響に関
して当局がその立場を変化させていることの表れです。
海外での案件を見据えている日本企業は、近日中に公
布されるガイドラインに留意し、企業結合に対するリスク
を戦略的に評価する必要があります。
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Takeaways for In-House
Counsel from the SEC’s
“Shadow Insider
Trading” Action

SEC が提起したシャドウ・イ
ンサイダー取引を巡る訴訟
からわかる社内弁護士のた
めのポイント

Edward A. Imperatore, Jackie Liu

エドワード A インペラトーレ、ジャッキー・リュー

In January 2022, a federal district court
denied a motion to dismiss a novel insider
trading enforcement action brought by the U.S.
Securities and Exchange Commission (“SEC”)
based upon a theory known as “shadow insider
trading.” In SEC v. Panuwat, the SEC takes the
position that the insider trading laws apply
where an insider uses material nonpublic
information about his or her own company to
trade securities of another company, such as a
competitor or peer company in the same
industry.

2022 年 1 月、連邦地裁は、「シャドウ・インサイダー取引
（shadow insider trading）」として知られる理論に基づき
米国証券取引委員会（SEC）から提起された、新手のイ
ンサイダー取引に対するエンフォースメント訴訟の棄却を
求める申立てを退けました。この SEC v. Panuwat 事件
において、SEC は、インサイダー取引に関する法令は、
内部者が、自社に関する重要な未公表情報を使用して
別の会社（競合他社又は同業他社など）の証券等を売買
した場合にも適用されるという立場をとっています。

The SEC brought an enforcement suit in the
SEC は、インサイダー取引に関与したとして、公開会社
U.S. District Court for the Northern District of であるバイオ医薬品企業 Medivation 社の事業開発部
California against Matthew Panuwat, a former 元シニアディレクターである Matthew Panuwat 氏に対
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senior director of business development at
Medivation, a publicly traded
biopharmaceutical company, for insider
trading. The SEC alleged that Panuwat
committed insider trading based upon his
confidential knowledge that Medivation would
soon be acquired. Panuwat, however, did not
trade the securities of his own company,
Medivation. Instead, Panuwat allegedly used
the confidential information he learned about
the acquisition to trade in the securities of
Incyte, a different biopharmaceutical company
that had no involvement in the acquisition.
This trade violated Medivation’s insider
trading policy, which prohibited using
confidential Medivation information to trade
securities of another company. The SEC took
the position that confidential information
about the acquisition of Medivation was
material to Incyte because Medivation and
Incyte were closely comparable mid-cap
companies in an industry sector that was the
subject of potential mergers and acquisitions.

し、米国カリフォルニア州北部地区連邦地裁にエンフォー
スメント訴訟を提起しました。SEC は、Panuwat 氏が、
Medivation 社がまもなく買収されるという自らが知って
いた秘密情報をもとにインサイダー取引を行ったと主張
しました。ただし、Panuwat 氏は自身の会社である
Medivation 社の証券等の売買を行ったのではなく、当
該買収について知り得た秘密情報を使用して、当該買収
とは関係のない別のバイオ医薬品企業である Incyte 社
の証券等の売買を行ったとされています。この売買は、
Medivation 社の秘密情報を使用して別の企業の証券等
の売買を行うことを禁じた Medivation 社のインサイダー
取引に関するポリシーに違反するものでした。SEC は、
M&A の対象となる可能性のある産業部門において
Medivation 社と Incyte 社が酷似する中企業であること
から、Medivation 社の買収に関する秘密情報は Incyte
社にとっても重要な情報に該当するとしました。

Key Takeaways

重要ポイント



The court’s assessment of whether the SEC 
adequately alleged that Panuwat had
breached his duty to Medivation turned
entirely upon the expansive wording of
Medivation’s insider trading policy. The
court did not consider whether Panuwat’s
conduct would have been unlawful absent a
written insider trading policy prohibiting
it.



Panuwat underscores the following
important corporate governance
considerations:



Panuwat 氏が Medivation 社に対する義務に違反
したという SEC の主張が適切か否かについて裁
判所が評価するにあたり、もっぱら Medivation 社
のインサイダー取引に関するポリシーの広義の文
言に焦点が当てられました。すなわち、裁判所は、
Panuwat 氏の行為について、インサイダー取引に
関するポリシーに当該行為の禁止が明示されてい
なければ、違法であったか否かの検討は行いませ
んでした。
Panuwat 事件では、コーポレートガバナンスに関
する以下の重要な点が明確に示されています。

o A company should review its insider
trading policy annually and modify it as
appropriate in consideration of new
regulations, case law, and corporate
governance trends.

o

企業は、新しい規則、判例法、コーポレートガバ
ナンスの動向を踏まえて、インサイダー取引に関
するポリシーを毎年見直し、適宜改訂すべきであ
ること。

o Effective corporate training on insider
trading liability is crucial, especially
since companies are experiencing
greater workforce transitions.

o

特に企業においては従業員の大規模異動があり
得ることから、インサイダー取引を巡る責任に関
する効果的な企業研修が極めて重要であるこ
と。
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o Vague or overbroad language in an
insider trading policy could broaden the
scope of potential liability for employees
or insiders who are subject to the policy.

o

インサイダー取引に関するポリシーの文言が曖
昧だったり広義過ぎたりすると、当該ポリシーの
対象となる従業員又は内部者の潜在的責任の
範囲が拡大する可能性があること。

o If a company has expansive prohibitions
in its insider trading policy, it needs to
establish proper processes to monitor
potential violations and enforce the full
scope of such policy.

o

企業は、インサイダー取引に関するポリシーにお
いて禁止事項を広義に定める場合、違反の可能
性のある行為のモニタリング及び当該ポリシーの
全面的な実施を行うための適切なプロセスを確
立する必要があること。

o The SEC focused on an acquisition
announcement in a concentrated
industry sector whereby the news of a
company’s acquisition is deemed
material for purposes of trading in the
securities of a competitor. This may
suggest that a company should take into
consideration the competitive landscape
of its industry in drafting its insider
trading policy, especially if the policy
prohibits trading in stock of other public
companies under certain circumstances.

o

SEC は、集中型産業部門における買収発表を
注視し、このような産業部門では競合他社の証
券等の売買を行う上で企業買収のニュースが重
要情報であるとみなしました。これは、企業がイ
ンサイダー取引に関するポリシーを策定する際、
特に、一定の状況下における他の公開会社株式
の売買を禁じるのであれば、業界の市場勢力図
を考慮すべきであることを示唆しているともいえ
るでしょう。




The SEC’s case will still need to survive
summary judgment and ultimately, the SEC
will need to prove its case against Panuwat
at trial. Among other things, the SEC will
need to engage in a fact-intensive analysis
of whether Medivation and Incyte were
sufficiently similar so that a reasonable
investor would consider news of
the Medivation acquisition to be important
when deciding whether to trade in Incyte.
To prove materiality at trial, the SEC will
likely need to (1) demonstrate the
correlation between the stock prices and
financial projections of the two companies,
particularly where there was news of an
acquisition of a peer company, and (2) call
Incyte investors to testify that news of an
acquisition of Medivation would have
mattered in their decision whether to trade
in Incyte.

SEC は、これから、サマリージャッジメントを経て、
最終的に公判で Panuwat 氏に対する主張を立証
する必要があります。とりわけ、SEC は、
Medivation 社と Incyte 社が酷似しているために、
合理的な投資家であれば Incyte 社の証券等の売
買判断にあたり Medivation 社買収のニュースを
重要であると考えるか否かについて、事実関係を
重視して分析する必要があります。公判において
上記の重要性を立証するため、SEC は、 (1) 両社
の株価と財務予測の間には相関関係があり、それ
は特に同業他社の買収に関するニュースがある場
合に顕著である旨を証明すること、及び(2) Incyte
社への投資家を召喚し、Incyte 社の証券等の売買
判断にあたり Medivation 社買収のニュースが重
要であった旨を証言させること、を行わなければな
らないでしょう。



Notably, no parallel criminal case has been 
filed against Panuwat to date. It is possible
that criminal authorities, who bear a higher
burden of proof than the SEC, are waiting

注目すべきことに、これまでのところ、Panuwat 氏
に対して並行する刑事事件は提起されていませ
ん。SEC よりも重い立証責任を負う刑事当局が、
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to see how the case unfolds before bringing
a criminal action based upon a similar
theory.

同様の理論に基づく刑事訴訟を提起する前に、当
該事件の展開を見守っている可能性があります。

Please see our client alert for more information 訴訟の詳細についてはクライアントアラートをご覧くださ
about the lawsuit.
い。
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PARTNER HIGHLIGHT:
エドワード A. インペラトーレ
パートナー、ニューヨーク

EDWARD A. IMPERATORE
Partner (New York)
Edward A. Imperatore is a partner in Morrison &
Foerster’s Investigations + White Collar Defense
practice group and is a former Assistant U. S.
Attorney for the Southern District of New York
(“SDNY”). He represents companies, financial
institutions, boards, and executives in internal and
government investigations and parallel regulatory
and civil litigation. He is experienced in all aspects
of white-collar crime, including securities and
commodities fraud, accounting fraud, insider
trading, market manipulation, corporate fraud,
digital currency crime, cybercrime, and violations
of the Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”).

エドワード A インペラトーレは、モリソン・フォースターの調
査&ホワイトカラー弁護プラクティスグループのパートナーで
あり、米ニューヨーク州南部地区連邦検察局（SDNY）の元
検事補です。社内調査や政府調査及び並行する規制関連
訴訟や民事訴訟において企業、金融機関、幹部等を代理し
ています。証券詐欺・コモディティ詐欺、不正会計、インサイ
ダー取引、相場操縦、企業不正、デジタル通貨犯罪、サイ
バー犯罪、海外腐敗行為防止法（FCPA）違反など、ホワイ
トカラー犯罪のあらゆる側面において経験が豊富です。

During his tenure at SDNY, Edward was a senior
member of the Securities and Commodities Fraud
Unit and also handled FCPA matters, including
three of the largest-ever FCPA criminal resolutions.
He is an accomplished trial attorney who tried
more than a dozen jury trials to verdict as an
Assistant U.S. Attorney. Among his trials were
10 complex, multiweek white-collar trials,
including six trials in the SDNY’s Securities Fraud
Unit, all of which resulted in convictions. He also
argued 11 appeals in the U.S. Court of Appeals for
the Second Circuit. Edward is a recipient of the
Assistant Attorney General’s Exceptional Service
Award.

SDNY 在任中は証券・コモディティ詐欺ユニットの上級職員
として、FCPA に基づく史上最大級の刑事罰の決定 3 件を
含む、FCPA 案件も手がけました。米国の検事補として陪審
裁判から評決に至るまで 10 数件の審理を担当したベテラ
ンの公判検事でもあります。担当した公判のうち 10 件は数
週間にも及ぶ複雑なホワイトカラー犯罪の公判（SDNY の
証券詐欺ユニットにおける 6 件の公判を含みます）で、その
すべてで有罪判決が下されました。また、米国第二巡回区
控訴裁においても上訴 11 件を担当しました。なお、
「Assistant Attorney General’s Exceptional Service
Award」の受賞者でもあります。

Prior to joining Morrison & Foerster and SDNY,
Edward served as a law clerk to the Honorable
Robert A. Katzmann on the U.S. Court of Appeals
for the Second Circuit and the Honorable Lewis A.
Kaplan on the U.S. District Court for the SDNY and
was a litigation associate at two prominent New
York law firms.

モリソン・フォースター入所以前、更に遡って SDNY で任務
にあたる以前は、第二巡回区控訴裁の Robert A.
Katzmann 判事及び SDNY 連邦地裁の Lewis A. Kaplan
判事のロー・クラークを務めており、訴訟アソシエイト弁護士
としてニューヨークの著名な 2 つの法律事務所で勤務した
経験も有します。

Edward graduated magna cum laude in the top
one percent of his class from Georgetown
University Law Center, where he was a senior
editor of the Georgetown Law Journal and elected
to the Order of the Coif. Edward earned his
B.A. magna cum laude with distinction in history
from Amherst College, where he pitched for four
years on the varsity baseball team.

ジョージタウン大学ローセンターをクラス成績上位 1％の優
等（magna cum laude）で卒業し、在学中は「Georgetown
Law Journal」のシニアエディターを務めたことに加え、オー
ダー・オブ・ザ・コイフ（Order of the Coif、全米優等法学生
会）にも選出されました。また、アマースト大学では歴史学で
優秀な成績を収め、優等（magna cum laude）で B.A.を取
得したほか、在学中の 4 年間は野球の代表チームでピッ
チャーとして活躍しました。
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Choice of Law Clauses:
Read Twice Before You
Sign

準拠法の選択：契約締結前
に注意すべき条項

Andrew Meyer, Sara Stearns

アンドリュー・マイヤー、サラ・スターンズ

In contract negotiations, substantive
provisions often steal the show, leaving more
boilerplate provisions like choice of law/forum
selection clauses backstage. But a recent
Federal Circuit decision highlights why these
clauses deserve time in the spotlight.

契約の交渉においては、実体法上の規定ばかりに目が
向けられ、準拠法の選択やフォーラム（裁判地）の選択
に関する条項など、より定型的な条項が置き去りにされ
ることがしばしば起こります。しかしながら、連邦巡回区
控訴裁判所（CAFC）が先頃下したある判決は、そのよ
うな条項の重要性を鮮明に物語るものでした。

In February, the Federal Circuit held in
Nippon Shinyaku v. Sarepta Therapeutics11
that parties to a contract could effectively
waive their right to inter partes review (IPR)
under a broadly worded forum selection
clause. In this case, the parties had entered
into an agreement for a proposed transaction
that included (i) a waiver of IPR claims until
the end of the contract term and (ii) a forum
selection clause requiring that patent-related
claims brought within two years of the contract

本年 2 月、CAFC は、日本新薬 対 Sarepta
Therapeutics（以下「Sarepta 社」）裁判12において、契
約当事者は広義なフォーラム選択条項に基づいて当事
者系レビュー（IPR）の請求権を事実上喪失し得ると判
示しました。この事件において、両当事者は、ある取引
事案に関し、(i)契約期間が終了する前に IPR 請求を行
わないこと、及び(ii)契約期間終了から 2 年以内に特許
関連訴訟を申し立てる場合にはデラウェア州で提起しな
ければならないというフォーラム選択条項を含む契約を
締結していました13。契約期間の終了後、Sarepta 社

11

No. 2021-2369, 2022 WL 363858, *7 (Fed. Cir. Feb. 8, 2022).
No. 2021-2369, 2022 WL 363858, *7 (Fed. Cir. Feb. 8, 2022).
13
前掲書*1。
15 Morrison & Foerster Japan Disputes Newsletter
12

term’s end be filed in Delaware.14 When the
contract term ended, Sarepta filed IPR claims
challenging the validity of Nippon Shinyaku’s
patents; Nippon Shinyaku responded by filing
suit in Delaware, alleging breach of contract
and seeking to enjoin Sarepta’s IPR claims.
The district court declined to issue the
injunction, but the Federal Circuit reversed.
Finding that the forum selection clause—not
the clause waiving IPR review—governed, the
Federal circuit held that Sarepta could be
enjoined from proceeding with its IPR
claims.15

は、日本新薬の特許の有効性を問う IPR 請求を申し立
てました。これに対し、日本新薬は契約違反を訴えると
ともに Sarepta 社の IPR 請求の却下を求めてデラウェ
ア州で訴訟を提起しました。連邦地裁は日本新薬の仮
処分請求を却下しましたが、この判断は CAFC で覆さ
れました。CAFC は、IPR 請求権の放棄に関する条項
ではなく、フォーラム選択条項が適用されると認定し、
Sarepta 社の IPR 請求は差し止めることができると判
示しました16。

Nippon Shinyaku is just one of many
cautionary tales showing why choice of
law/forum selection clauses need careful
attention. Below are some additional points to
keep in mind when drafting:

日本新薬裁判は、準拠法の選択やフォーラムの選択に



Choice of law rules: In addition to
selecting the applicable substantive law to
govern the contract, incorporate language
into the contract that will prevent courts
from applying choice of law rules (i.e., the
rules governing the threshold question of
which state’s substantive law applies) from
a different forum.



Jurisdiction: Selecting a state in a choice
of law clause will not necessarily confer
jurisdiction on that state’s courts to hear
your claims. Review the applicable state
law to understand what is required to
establish jurisdiction. For example, New
York and Delaware adopt very different
approaches:





o New York: Parties generally can
choose New York law to govern
contracts worth at least $250,000
(even if the transaction has no
connection to the state). Parties can
also require New York Courts to
accept jurisdiction if the contract is
worth at least $1 million (even if the
14

Id. at *1.
Id at *3 -*7.
16
前掲書*3～*7。
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関する条項に注意を払う必要性を知らしめる実例のひ
とつに過ぎません。契約書を作成する際に気を付ける
べきポイントは次のとおりです。

準拠法の選択に関する規則： 契約の準拠法と
する適用実体法を選ぶほか、裁判所が別の裁判
地の準拠法の選択に関する規則（すなわち、どの
州の実体法を適用するかという基本的な問題に
関する規則）を適用することを妨げる文言を契約
書に組み入れること。

裁判管轄： 準拠法の選択の条項においてある
州を選んだとしても、請求を審理するための裁判
管轄権を必ずしもその州の裁判所が有することに
はならないため、適用される州法をよく確認し、裁
判管轄を確立するための要件を理解すること。例
えば、ニューヨーク州とデラウェア州では、次のと
おり非常に異なる規則が定められています。
o

ニューヨーク州： 当事者は、概ね、契約金額
25 万ドル以上の契約の準拠法としてニューヨー
ク州法を選ぶことができる（たとえ当該取引が
ニューヨーク州と関係がない場合であっても）。
また、当事者は、契約金額が 100 万ドル以上の
場合にはニューヨーク州の裁判所に対して管轄
権を承諾するよう求めることもできる（たとえ当

transaction/parties have no
connection to New York).17

該取引あるいは当事者のいずれもニューヨーク
州と関係がない場合であっても）18。

o Delaware: Parties can generally
choose Delaware law to govern
contract worth at least $100,000.
However, the parties must also elect
to adjudicate their claims in
Delaware and agree to service of
process. In short, just selecting
Delaware law is not enough to confer
jurisdiction on Delaware courts.19




o

万ドル以上の契約の準拠法としてデラウェア州
法を選ぶことができる。ただし、当事者は、デラ
ウェア州での裁判を選ぶほか、訴訟文書の送達
に合意しなければならない。要するに、デラウェ
ア州法を選ぶだけではデラウェア州の裁判所を
管轄裁判所とすることはできない20。


Scope: Ensure the clause addresses
whether it applies solely to dispute arising
out of the contract or to extra-contractual
matters like tort, fraud, or statutory claims.

Enforceability: If a plaintiff pursues a
claim in a different forum, the defendant
can move the court to enforce the forum
selection clause and dismiss the case.
However, a court may deny this motion
and proceed with adjudicating the case if
the court determines that enforcing the
clause would be unreasonable (e.g., if it is
contrary to public policy).21

デラウェア州： 当事者は、概ね、契約金額 10



範囲： その条項が契約から生じる紛争に限って
適用されるのか、又は不法行為や詐欺のような契
約外事項若しくは法定請求権にも適用されるのか
を明記する等確実を期すこと。

執行可能性： 原告が合意管轄裁判所以外の裁
判所に提訴している場合、被告は、フォーラム選
択条項の執行とその訴えの却下を当該裁判所に
申し立てることができる。ただし、裁判所は、
フォーラム選択条項の執行が相当ではないと判
断した場合（例：公序良俗に反する場合）には、当
該申立てを却下し、請求の審理を行うことができ
る22。

See N.Y. Gen. Oblig. Law §§ 5-1401 – 5-1402.
N.Y. Gen. Oblig. Law §§ 5-1401 – 5-1402 参照。
19
See Del. Code Ann. Tit. 6 § 2708.
20
Del. Code Ann. Tit. 6 § 2708 参照。
21
See M/S Bremen v. Zapata Off-Shore Co. 407 U.S. 1, 10, (1972).
22
M/S Bremen v. Zapata Off-Shore Co. 407 U.S. 1, 10, (1972)参照。
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Advantages of Litigating トレードシークレット（営業秘
密）の不正流用事件を ITC
Trade Secret
Misappropriation Cases で審理するメリット
at the ITC
Yuka Teraguchi, Geary Choe

寺口 由華、崔 琪烈 （チェ・キョル）

The U.S. International Trade Commission
(“ITC”) is an independent, quasi-judicial
federal agency that investigates allegations of
certain unfair practices in import trade
pursuant to Section 337 of the Tariff Act.
Under the Act, the ITC has traditionally
focused on claims relating to statutory
intellectual property (“IP”) rights such as
patent infringement. However, the ITC also
has jurisdiction over nonstatutory IP rights
(i.e., other forms of “[u]nfair methods of
competition and unfair acts in the importation
of articles.”) such as trade secret
misappropriation claims. 23

米国際貿易委員会（ITC）は、独立した準司法的連邦政府
機関であり、1930 年関税法第 337 条に基づいて、輸入
貿易における一定の不公正な慣行に関する申立ての調
査を行います。1930 年関税法の下、ITC は、従来より、
特許侵害など法定知的財産（IP）権に関する請求に重点
を置いています。それと同時に、ITC は、トレードシーク
レットの不正流用請求などの法定外の知的財産権（すな
わち、他の形の「不公正な方法による競争、不公正な輸
入行為」）に対する管轄権も有します24。

23

19 U.S.C. § 1337(a)(1)(A).
合衆国法典第 19 編第 1337 条(a)(1)(A)。
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Of investigations instituted under Section
337(a)(1)(A), trade secret misappropriation
cases have been gaining popularity in recent
years. The ITC has become an increasingly
popular forum because of its speed, unique
remedies, jurisdiction, and other factors.

第 337 条(a)(1)(A)に基づく調査のなかでも、最近、トレー
ドシークレットの不正流用事件が増加傾向にあります。
ITC への申立ては、その手続きの迅速さ、特有の救済方
法、管轄権の特徴などから、急速に利用が広まっていま
す。

[Figure: Types of Unfair Acts Alleged by Year
(2006-2021)]25

［図：申立てのあった不正行為の類型（年度別データ）
（2006 年～2021 年）］26

What are the advantages to pursuing trade
secret litigation at the ITC rather than in U.S.
federal district courts?

米連邦地裁ではなく ITC においてトレードシークレット調
査を行うメリットとは

1.

Fast proceedings. While it often takes two 1.
or more years to reach trial in a federal
district court, the ITC’s trade secret
investigations usually complete within 18
months. In fact, under the ITC’s
compressed procedural schedule, a case
can proceed to a hearing in less than a
year.

手続きが迅速 連邦地裁では公判が行われるまで
には通常 2 年から 3 年かかるところ、ITC のトレード
シークレット調査は 1 年半で完了するのが一般的で
す。実際、ITC の凝縮された手続スケジュールで
は、1 年を待たずにヒアリングに進むことができま
す。

2.

Mandatory protective orders. A
mandatory protective order is issued at
the beginning of every ITC investigation
whereas a protective order must be
negotiated by the parties in a district
court. The ITC’s mandatory protective
order covers all confidential business

秘密保持命令が必須 連邦地裁では秘密保持命令
の発令について当事者間で協議しなければなりま
せんが、ITC 調査では最初に必ず秘密保持命令が
出されます。ITC において必須の秘密保持命令は、
業務に関する秘密情報の全てが対象となるため、審
理の継続中、秘密を保持し易くなります。

25

2.

Section 337 Statistics: Types of Unfair Acts Alleged in Active Investigations by Fiscal Year, United States International Trade
Commission, https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_types_unfair_acts_alleged_active.htm (last visited Feb.
24, 2022).
26第 337 条に関する統計資料：継続中の調査における申立てのあった不正行為の類型（年度別データ）（米国際貿易委員会）
（https: //www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_types_unfair_acts_alleged_active.htm(最終閲覧日：2022 年
2 月 24 日）。
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information, making it easier to maintain
confidentiality through trial.
3.

No personal jurisdiction over the parties. 3.
A federal district court must have
personal jurisdiction over defendants to
hear disputes, but it is sometimes difficult
to establish jurisdiction over a foreign
entity. However, a complainant in the ITC
proceedings simply needs to point to the
imported products to satisfy ITC’s in rem
jurisdiction.

当事者に対する対人管轄権がない 連邦地裁が裁
判権を行使するためには、被告に対して管轄権（対
人管轄権）を有していなければなりませんが、外国
企業に対して管轄権を有しているか判断することが
困難な場合があります。しかしながら、ITC 手続の
申立人は、輸入品を提示しさえすれば ITC の対物
管轄権の要件を満たすとされています。

4.

Unique remedy—exclusion orders and
4.
cease and desist orders. Remedies at
federal district courts include monetary
awards and injunctions, the latter of
which are difficult to obtain as plaintiffs
typically need to satisfy the four eBay
factors. The ITC does not offer money
damages. Instead, the ITC issues
(i) exclusion orders to block the
importation of goods made with
misappropriated trade secrets and
(ii) cease and desist orders to prevent
further sales of the accused products that
have already been imported. A
complainant can obtain an exclusion
order in about 18 months from filing the
complaint. A cease and desist order is
particularly effective when a respondent
has commercially significant inventory in
the United States.

救済方法が特有－排除命令（exclusion order）及び
停止命令（cease and desist order） 連邦地裁にお
ける救済方法には金銭補償と差止命令が含まれま
すが、通常、原告は eBay 判決で示された 4 要件を
満たさなければならないことから、差止命令はなか
なか認められません。ITC は、金銭賠償は行いませ
んが、 (i)不正流用されたトレードシークレットを使用
して製造された商品の輸入を阻止するための排除
命令、及び(ii)既に輸入されている被疑製品の更な
る販売を防止するための停止命令を発令します。排
除命令は、申立人による申立てからおよそ 1 年半
以内に発令されます。停止命令は、被申立人が米
国において商業上重要な在庫を抱えている場合に
特に有効です。

5.

Remedies for misappropriation that
occurred entirely outside the United
States. The ITC’s extraterritorial
application is wider than that of the
Defend Trade Secrets Act (“DTSA”),
which creates a civil cause of action in
federal district courts for trade secret
misappropriation. An extraterritorial
application under the DTSA applies only
if an act in furtherance of the
misappropriation takes place in the
United States. On the other hand, trade
secret claims can be brought before the
ITC for misappropriation that has
occurred entirely outside of the United

完全に米国外で生じた不正流用に対する救済方法
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5.

連邦営業秘密保護法（Defend Trade Secrets Act、
DTSA）により、トレードシークレットの不正流用は新
たに民事裁判の訴訟原因とされ、連邦地裁への提
訴が可能となりましたが、ITC の域外適用の範囲は
DTSA のそれよりも広範に及びます。DTSA に基づ
く域外適用は、不正流用を助長する行為が米国内
で生じた場合にのみ可能となります。その一方で、
完全に米国以外で生じた不正流用であっても、ト
レードシークレットに関する請求については ITC に
提起される可能性があります。外国の被申立人の
製品（トレードシークレットを使用して製造されたも

6.

States. The only requirement is that a
foreign respondent’s product—made by
using trade secrets—is imported into the
United States. 27

の）が米国に輸入されていることというのが ITC の
域外適用の唯一の要件だからです28。

Preclusive effect of ITC’s decisions. The
6.
ITC’s findings on trade secret
misappropriation have preclusive effect in
the district courts. In other words, after
losing at the ITC, respondents cannot relitigate the same issues at the federal
district court. 29

ITC 決定の遮断効果 トレードシークレットの不正流
用に関する ITC の審理結果は、地裁において遮断
効果を有します。言い換えれば、ITC で敗訴した場
合、被申立人は、連邦地裁で同一の問題について
訴訟を提起することはできません30

We caution that the ITC may not always be the
best forum. For example, a company whose
goal is to recover financial damages should file
in a district court because the ITC does not
offer monetary damages as a form of remedy.
In addition, a company with little operations
in the United States may find it challenging to
show substantial injury to a domestic industry
as a result of the alleged misappropriation,
which is a unique requirement for filing in the
ITC. Nevertheless, companies seeking to
enforce their trade secrets may want to
consider the ITC as a potential forum to take
advantage of the ITC’s unique remedies and
procedures.

ITC への申立てが必ずしも最善であるとは限りません。例
えば、ITC では救済方法として金銭賠償は行われないた
め、企業が金銭的損害の回復を目的とする場合、地裁に
提訴することをお勧めします。また、米国での事業規模が
大きくない企業では、不正流用の疑いによって米国内産
業（domestic industry）が被った実質的な損害を示すこと
（ITC に提訴する場合に特有の要件）は難しいかもしれま
せん。とはいえ、企業がトレードシークレットを保護するた
めに、ITC 固有の救済方法及び手続きのメリットを受ける
べく、ITC に申立てを行うことも検討すべきでしょう。

TianRui Grp. Co. Ltd. v. Int’l Trade Comm’n, 661 F.3d 1322, 1329-32 (Fed. Cir. 2011).
TianRui Grp. Co. Ltd. v. Int’l Trade Comm’n, 661 F.3d 1322, 1329-32 (Fed. Cir. 2011).
29
Manitowoc Cranes LLC v. Sany Heavy Indus. Co. Ltd., Nos. 13-C-677, 15-C-647, 2017 WL 6327551, at *6 (E.D.
Wisc. Dec. 11, 2017).
30
Manitowoc Cranes LLC v. Sany Heavy Indus. Co. Ltd., Nos. 13-C-677, 15-C-647, 2017 WL 6327551, at *6 (E.D.
Wisc. Dec. 11, 2017).
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Patent Prosecution
Highway

特許審査ハイウェイ（PPH）

Yuka Teraguchi, Lily Smith

寺口 由華、リリー・スミス

In January 2022, the U.S. Patent and
Trademark Office (“USPTO”) and the Japan
Patent Office (“JPO”) announced that they have
set new targets for their Patent Prosecution
Highway (“PPH”) programs. The two offices
have committed to issuing an office action
within three months from: (1) the completion of
a PPH request or (2) the PPH’s applicant’s
response to an office action. The goal of this
target is to increase the predictability of the
patent examination timeline and to strengthen
the overall PPH program.

2022 年 1 月、米国特許商標庁（USPTO）と日本国特許
庁（JPO）は、両庁による特許審査ハイウェイ（PPH）にお
いて新たな目標を設定したと発表し、(1)PPH 申請受理
後、3 カ月以内にオフィスアクション（一次審査通知）を行
うこと、及び(2)一次審査通知に対する出願人による応答
後 3 カ月以内にオフィスアクション（次の審査通知）を行
うことを約束しました。このような期限目標の設定は、特
許審査期間の予見性を高め、PPH 全体を強化すること
を目的としています。

The PPH is a cooperative program between the
USPTO and participating foreign patent offices,
like the JPO, to expedite the allowance of utility
patent applications that previously received
favorable rulings at foreign patent offices. The
program began in 2006 to help facilitate the

PPH は、USPTO と PPH に参加する JPO 等の外国特
許庁との間の協力プログラムで、外国特許庁で過去に
特許可能と判断された通常特許（utility patent）につい
て、その出願が受理されるまでの期間短縮を目的として
います。このプログラムは通常特許出願の審査を迅速化
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examination of utility patent applications more するために 2006 年に開始されました。PPH の適用を受
quickly. To be eligible for the PPH program,
けるには、次の 4 つの条件を充たす必要があります。
four conditions must be met:
1)

The U.S. application for the PPH program 1) PPH を申請する米国出願及び対応する外国特許庁
must have the same earliest filing date as
出願において、優先日あるいは出願日のうち、最先
the application in the foreign patent office.
の日付が同一であること。

2)

The foreign patent office must have found
at least one claim in the application to be
patentable.

3)

All claims in the U.S. application must be 3) 米国出願の全ての請求項が、対応する非米国出願
of the same or similar scope as the
で特許可能と判断された請求項と同一又は類似の
patentable claim in the corresponding non範囲を有すること。
U.S. application.

4)

The applicant must file the PPH request
before the USPTO begins its substantive
examination of the patent application.

2) 外国特許庁が既に一又は複数の請求項を特許可能
と判断していること。

4) 出願人は、USPTO が特許出願の実体審査に着手
する前に PPH 申請を行うこと。

According to the UPSTO, as of November 30,
2021, there were 74,549 patent applications
(i.e., about 11% of all U.S. patent applications)
in the PPH program.31 The grant rate for patent
applications that use the PPH program tends to
be higher than for other patent applications.32

UPSTO によれば、2021 年 11 月 30 日までに、74,549
件の特許出願（すなわち全ての米国特許出願の約
11%）が PPH を利用して行われました33。PPH による
特許出願の特許査定率は他の特許出願よりも高い傾向
があります34。

With 30% of all PPH applications being filed in
the JPO and USPTO, we can expect these
offices’ new timing targets to further strengthen
the PPH program and facilitate faster
examination of utility patent applications.

PPH の全申請の 30%が JPO 及び USPTO に提出され
ていることから、両庁の新たな期限目標が、PPH をさら
に強化し、通常特許出願のより迅速な審査を促進するも
のと思われます。

United States Patent and Trademark Office, “Performance and Accountability Report,” available at:
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY21PAR.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&ut
m_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term.
32 Japan Patent Office, “PPH Portal Statistics,” available at: https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html.
33 米国特許商標庁の「Performance and Accountability Report」は、次のサイトで閲覧可能です。
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY21PAR.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_co
ntent=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term.
34 日本特許庁の「PPH Portal Statistics」は、次のサイトで閲覧可能です。https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portalj/statistics.html
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Selecting a Seat for
Arbitration

仲裁地の選択

Andrew Meyer, Keiko Rose

アンドリュー・マイヤー、ローズ 恵子

An integral part of any arbitration agreement is
the selection of a “seat,” yet it may be
overlooked when negotiating a contract with
an arbitration clause. But what is a seat, why is
it important, and how do you select one?

「仲裁地（seat）」の指定は仲裁合意の条項として不可欠
ですが、仲裁条項を含む契約の交渉の際に見落とされ
る場合があります。ところで、仲裁地とはどのようなもの
で、なぜ重要なのでしょうか。また、どのように選択する
のでしょうか。

The seat is the legal place of the arbitration,
meaning that it determines the laws that apply
to the arbitral process and the courts that will
have supervisory jurisdiction over the
arbitration. If the seat of arbitration is London,
for example, English courts would normally
apply English law to adjudicate challenges to
the arbitral process (to the extent not governed
by the arbitration agreement or the arbitral
rules) or to the arbitral award. The seat is
important because the laws of the seat can
affect whether an arbitration runs smoothly
and whether the outcome will be recognized
and enforceable. This is particularly true when
arbitrating against a counterparty who refuses
to comply with the arbitral rules or the
tribunal’s award.

仲裁地とは、仲裁が行われる法律上の場所で、当該仲
裁手続に適用される法律および当該仲裁について監督
権限を有する裁判所を決定するものです。例えば、仲裁
地がロンドンである場合、英国の裁判所が、通常、英国
法を適用して、仲裁手続に対する異議申立てを解決し
（仲裁合意若しくは仲裁規則が適用されない場合）、又
は仲裁判断を下します。仲裁が滞りなく行われるか、ま
た、仲裁判断が承認・執行されるかは仲裁地の法律が
影響するため、仲裁地は重要です。これは、仲裁の相手
方が仲裁規則又は仲裁判断に従うことを拒否する場合
に特に当てはまります。
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The seat should not be confused with—and can
be different from—the governing law (the law
governing interpretation of a contract), the
venue (the physical place of any hearings), or
the arbitral institution (the organization that
will administer the arbitration and creates the
arbitral rules). For example, a contract can be
governed by New York law, but require that
disputes be settled by arbitration administered
by the Paris-based International Chamber of
Commerce, seated in Singapore, and with a
venue in Tokyo. Practically speaking, however,
there is often overlap.

仲裁地は、準拠法（governing law、契約解釈の基準と
なる準拠法）、審問地（venue、実際に審理を行う場所）
又は仲裁機関（arbitral institution、仲裁を管理し、仲裁
規則を定める機関）と異なる場合があり、それらと混同し
ないようにしましょう。例として、ニューヨーク州法が契約
の準拠法になり得るところ、仲裁による紛争解決はパリ
に本部を置く国際商業会議所が管理し、仲裁地はシンガ
ポールとし、実際の審理は東京で行うものとしている場
合があります。とは言え、実際には、仲裁地は、これらの
場所と同一に設定されることが多いです。

Below are some key considerations in selecting 以下、仲裁地の選択にあたっての重要な検討事項の一
a seat:
例です。


Membership in the New York Convention: 
The New York Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign
Arbitral Awards (the “New York
Convention”) provides a clear system for
enforcing awards internationally in
signatory countries. The seat of the
arbitration will be the place where the
award of deemed to have been made, so it is
important to a select a seat in a New York
Convention signatory country.

ニューヨーク条約の締約国であるか否か 外国仲
裁判断の承認及び執行に関するニューヨーク条約
（以下「ニューヨーク条約」）は、締約国における仲
裁判断の国際的な執行について明確な制度を定
めています。仲裁地は、仲裁判断が下されたもの
とみなされる場所であるため、ニューヨーク条約締
約国に属する仲裁地を選択することが重要です。



Independent, neutral location: If possible,
do not select a seat where your
counterparty or the weight of its business
activity is located, to avoid potential homecourt advantage when litigating in local
courts. Often, parties will agree on a seat in
a location that is considered independent
and neutral.



独立した中立的な場所 現地の裁判所で訴訟が
行われることになった場合に相手方が「地の利」を
活かすことを阻止するため、できれば、相手方の
所在地又はその事業活動の重要拠点は選択すべ
きではありません。多くの場合、当事者は独立した
中立的な場所と考えられる場所を仲裁地とするこ
とに合意します。



Arbitration-friendly laws: Certain countries 
have enacted laws that are favorable to
arbitration. For example, under Singapore
law, Singapore courts are generally
deferential to arbitral tribunals and can
provide certain assistance in arbitration
proceedings, such as by ordering the
preservation of evidence and the
attendance of witnesses. At the very least,
ensure that the national laws of your seat
do not constrain arbitrating parties’

仲裁に好意的な法律 一部の国は仲裁に有利な
法律を定めています。例えば、シンガポール法に
基づき、シンガポールの裁判所は、通常、仲裁廷
を尊重し、証拠の保全や証人の立会いなど、一定
の支援を仲裁手続に対して行うことができます。少
なくとも、仲裁地が属する国の法律によって、仲裁
当事者の手続上の自治が侵されたり、裁判所によ
る広範囲にわたる干渉を許したりすることのないよ
う、確実を期してください。
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procedural autonomy or permit broad
interference by courts.


Courts with arbitration experience: The five 
most preferred seats for arbitration are
London, Singapore, Hong Kong, Paris, and
Geneva.35 This is in large part because,
guided by arbitration-friendly laws, the
courts in these locations are familiar with
international arbitration and are unlikely to
disrupt or second-guess the arbitration
proceedings. Some of these courts even
have judges who specialize in arbitration.

Given the potentially far-reaching
consequences of a seat, it is worth selecting one
that will support the process and outcome of
any future arbitrations.

35

仲裁経験が豊富な裁判所 評価の高い仲裁地とし
て上位 5 つに挙げられるのは、ロンドン、シンガ
ポール、香港、パリ及びジュネーブです36。これ
は、仲裁に好意的な法律の下、これらの国の裁判
所は、国際仲裁に精通しており、仲裁手続を妨害
したり、事後的に批判する可能性が低いことが主
な理由です。当該裁判所のなかには、仲裁専門の
裁判官が存在するところもあります。

仲裁地の影響は広範囲に及ぶ可能性があることを考え
ると、将来起こり得る仲裁の手続きを成功裏に進め、好
ましい結果を得られる仲裁地を選択することは大切で
す。

2021 International Arbitration Survey: Adapting Arbitration to a Changing World, School of International Arbitration, Queen
Mary University of London, available at https://arbitration.qmul.ac.uk/research/2021-international-arbitration-survey/.
36
「2021 International Arbitration Survey: Adapting Arbitration to a Changing World 」（School of International Arbitration,
Queen Mary University of London）（https://arbitration.qmul.ac.uk/research/2021-international-arbitration-survey/におい
て閲覧可能。）
26 Morrison & Foerster Japan Disputes Newsletter

Can a U.S. Court Help
Gather Evidence for
Private Commercial
Arbitrations?

米国裁判所は民間商事仲
裁で使用する証拠の収集
を助けることはできるか

Yuka Teraguchi, Lily Smith

寺口 由華、リリー・スミス

28 U.S.C. § 1782(a) (“Section 1782”) permits
litigants to invoke the authority of United
States courts to render assistance in gathering
evidence for use in “a foreign or international
tribunal.” Section 1782 does not define what
qualifies as a “foreign or international
tribunal” and federal courts are divided over
whether foreign-seated private commercial
arbitral tribunals should be included in the
definition. The U.S. Courts of Appeals for the
Fourth and Sixth Circuits have held that this
definition includes such tribunals while the
U.S. Courts of Appeals for the Second, Fifth,
and Seventh Circuits have concluded
otherwise.

合衆国法典第 28 編第 1782 条（Title 28 of the U.S.
Code, Section 1782）は、訴訟当事者に対し、「外国法
廷又は国際法廷（foreign or international tribunal）」で
の手続で使用する証拠の収集を支援するために米国
裁判所の権限を発動させることを認めています。しかし
ながら、同条は「外国法廷又は国際法廷」の定義を定め
ていないため、外国の民間商事仲裁廷がこの定義に該
当するか否かは連邦裁判所により意見が分かれていま
す。米国連邦第 4・第 6 巡回区控訴裁判所は、当該法
廷が「外国法廷又は国際法廷」に当たると判示し、第 2・
第 5・第 7 巡回区控訴裁判所は当たらないと判示して
います。
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The U.S. Supreme Court is expected to resolve
the circuit split in ZF Automotive Inc. US v.
Luxshare Ltd. and AlixPartners, LLP v. Fund
for the Protection of Investors’ Rights in
Foreign States (the “Fund”), which are set for
oral argument on March 23, 2022. The scope
of Section 1782 has gained increasing
attention given the multifold increase in the
recent number of Section 1782 requests and
the clear circuit split.

米国連邦最高裁判所は、ZF Automotive Inc. US 対
Luxshare Ltd.事件（以下「ZF Automotive 事件」）及び
AlixPartners, LLP 対 Fund for the Protection of
Investors’ Rights in Foreign States（「ファンド」）事件
（以下「AlixPartners 事件」）（ともに 2022 年 3 月 23 日
を口頭弁論期日と指定しています）において、サーキッ
トスプリット（circuit split）と呼ばれる控訴審裁による判
断の食い違いを解決するものと期待されています。第
1782 条の適用請求数の大幅な増加と明らかなサー
キットスプリットの存在により、その適用範囲についての
関心はますます高まっています。

In ZF Automotive, ZF Friedrichshafen AG, a
German corporation headquartered in
Germany, sold a business unit to Luxshare, a
Hong Kong limited liability company. After the
deal closed, Luxshare initiated an arbitration
in accordance with the Arbitration Rules of the
German Institution of Arbitration (“DIS”),
alleging that ZF Automotive Inc. US, a U.S.
subsidiary of ZF Friedrichshafen AG, had
concealed information during the negotiation
and due diligence process. Luxshare then
applied for discovery pursuant to Section 1782.
The district court granted the application
based on the Sixth Circuit precedent holding
that private commercial arbitrations are within
the scope of Section 1782. On appeal, the Sixth
Circuit similarly held that a DIS arbitration is a
“tribunal” within the meaning of Section 1782.

ZF Automotive 事件では、ドイツに本社を置くドイツ企
業の ZF Friedrichshafen AG が、香港の有限責任会
社である Luxshare に対し、ある事業ユニットを売却しま
した。取引完了後に、Luxshare は、ZF
Friedrichshafen AG の米国子会社である ZF
Automotive Inc. US が交渉及びデューディリジェンスの
プロセスにおいて情報を隠蔽したとして、ドイツ仲裁機
関（以下「DIS」）の仲裁規則に従って仲裁を提起しまし
た。Luxshare は次に、第 1782 条に基づくディスカバ
リー命令を申し立て、連邦地裁は、民間の商事仲裁は
第 1782 条の適用範囲内であると判示した第 6 巡回区
控訴裁判所の判例に基づいて、これを受理しました。控
訴審において第 6 巡回区控訴裁判所は、この判例と同
様に DIS の仲裁が第 1782 条の意味における「法廷
（tribunal）」に当たると判示しました。

AlixPartners concerns a slightly different issue.
In this case, the Fund commenced an
international arbitration against Lithuania
pursuant to a bilateral investment treaty
between Russia and Lithuania. The bilateral
treaty provides that an investor, who has a
claim against a state that is a party to the
treaty, may bring the dispute before “an ad hoc
arbitration in accordance with Arbitration
Rules of the United Nations Commission on
International Trade Law [(‘UNCITRAL’)].” The
Fund then filed a Section 1782 application to
obtain discovery from AlixPartners and others
to be used in the arbitration. The U.S. district
court granted the Fund’s request. AlixPartners
appealed and argued that even though the

一方、AlixPartners 事件は、やや異なる問題に関する
ものです。当該事件において、ファンドは、ロシアとリト
アニアとの間の相互投資協定に従ってリトアニアに対
する国際仲裁を開始しました。相互協定では、協定の
締結国に対して請求権を有する投資家は「国際連合国
際商取引法委員会（以下「UNCITRAL」）の仲裁規則に
基づくアドホック仲裁」に紛争を持ち込むことができると
定めています。ファンドは、次に、仲裁で活用するため
に AlixPartners その他に対する第 1782 条に基づく
ディスカバリー命令を申し立て、米連邦地裁はこれを受
理しました。AlixPartners は控訴し、本件の仲裁は、相
互協定に従って行われたものではあるものの事実上民
間の商事仲裁であるため、第 1782 条は適用されるべ
きではないと主張しました。第 2 巡回区控訴裁判所は
AlixPartners の主張を否定し、本件の仲裁廷は、二つ
の国家間の相互投資協定に従って設立されたもので
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tribunal in this case was convened pursuant to あり、UNCITRAL 規則に準拠しているという理由によ
a bilateral treaty, Section 1782 should not
り第 1782 条に基づく「外国法廷又は国際法廷」に当た
extend to this proceeding because it is
ると判示しました。
effectively a private commercial arbitration.
The Second Circuit disagreed with AlixPartners
and found that the tribunal qualified as a
“foreign or international tribunal” under
Section 1782 because it was established in
accordance with a bilateral investment treaty
between two nations and was governed by the
UNCITRAL rules.
By electing to hear both of these cases, the
Supreme Court has the opportunity to define
the full scope of Section 1782 for both private
commercial arbitrations and investment
arbitrations.
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この 2 つの事件の審理を行うことを決定したことで、米
国連邦最高裁判所は、民間商事仲裁と投資仲裁の双
方に関する第 1782 条の完全な適用範囲を定義する機
会を得ました。

