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はじめに
米国は世界でもっともビジネスのしやすい国の一つです。1
一般的に規制上の障壁は低く、手早く簡単に支店や法人
を設立することができ、労働や雇用に関する法律は他の
先進国と比較して雇用主に優しく、法体系もしっかりと確立
されており、かつ透明性があります。
しかしながら、米国に
投資または事業展開を行う前に、考慮しておくべき特定の
障壁や課題はあります。
本書は、米国人以外の者が米国市場に参入しようとする
場合、または米国での事業確立後に、ビジネス活動を制
限しうる貿易規制の問題の概要をご説明します。そして、
法人、会社法、労働および雇用法、入国管理法、知的財産
法、輸出管理法、反トラスト法、マネー・ロンダリング防止
法、汚職防止法、法的責任、破産をはじめとする外国人投資
家に重要な法律および実務の概要についても触れていき
ます。本書は包括的な指針のようなものではなく、あくまで
も投資家のみなさまが弁護士と検討協議すべきいくつか
の問題についてその概要を示すものです。
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I. 外国投資に対する
米国市場の開放性
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外国投資に対する米国市場の開放性
一般的に投資家は、現地の企業や個人と提携することなく、米国国内事業の買収
や米国で事業の設立を行うことができます。
しかし、米国政府は、国家安全保障2
のため、米国人以外の者による投資に一定の制限を課しています。
米国に対する特定の種類の外国投資、
とりわけ、国家の安全保障に影響を及ぼ
す投資等については、連邦法により大統領には阻止または制約をする権限があ
ります。大統領は、特定の取引に対して影響緩和措置と呼ばれる条件を付した
り、米国人以外の者による米国事業への投資または買収を阻止する能力、また
は米国人以外の者による米国事業への投資または買収について処分を強制す
ることもできます。米国政府の省庁間委員会である対米外国投資委員会(CFIUS)
は、長年にわたり
「米国事業を外国人が支配することになる」3可能性の認めら
れるいかなる取引をも審査する権限を有しています。取引の当事者は任意に
CFIUSに対して届け出ることもできますが、CFIUSは、自ら主体的に、いつでも、
いかなる取引についても審査を開始することができ、法定の制限はありません。
その結果、当該取引に条件を付したり、大統領に対して当該取引の阻止や無効
化を命ずるよう求めることができます。
米国連邦法の2018年改正はCFIUSの権限を拡大し、一定の種類の外国投資に
ついて義務的な届出要件を設定しました。2018年8月に施行された2018年外国
投資リスク審査現代化法(FIRRMA)4は、外国人による一定の不動産取得に対す
る非支配的な外国投資を審査するCFIUSの権限を拡大しました。また、2020年
2月13日、米国財務省により制定されたFIRRMAを施行する最終規則が発効され
ました。
これらの規則は、特定のテクノロジーを取り扱い、重要なインフラに関
する一定の機能を履行し、米国市民のセンシティブな個人データを収集または
維持する会社に対する非支配的投資を審査する権限をCFIUSに付与しました。
さらに、当該規則は、外国人による一定の港または特定の機密施設（米国の軍
事施設等）に近接する不動産の購入、
リースまたは営業権について審査をする
権限をCFIUSに付与しました。CFIUSの権限は、関連する不動産の敷地へのアク
セス権、当該敷地から他者を除外し、当該敷地の改良もしくは開発し、またはこ
れに構造物を設置する権利などの一定の財産権を、外国人投資家に付与する
不動産取引に適用されます。
CFIUSの最終規則に基づき、当事者は、次のページにおいて説明される2つの
状況においてCFIUSに届出を行うことが義務付けられています。当事者は、
この
要件を満たすため、対象となる取引について義務的申告（ショート・フォームの
届出）
または従来の届出を提出することができます。義務的届出を怠った場合、
対象取引の価値を上限とする罰金が課されます。

外国投資による国家安全保障への影響を検討する
際、CFIUS が検討する要素には下記が含まれます。
• 取引に「重要インフラ」
または「重要技術」が含まれて
いるか
• 当該米国事業が米国市民のセンシティブな
個人データを収集または維持するか
• 対象が直接間接を問わず米国政府機関を支援して
いるか
• 対象が米国政府から機密の受注または下請契約を
しているか
• 対象の産業セクターが、国家の安全保障という観点
から
「センシティブ」なセクターとして考えられている
セクターに該当するか
• 対象が米国の国家安全資産（米国の軍事訓練施設
等）の近くに位置しているか
• 買い手が外国政府に所有されているか
• 当該米国事業について買い手がどうする予定でいるか
（事業閉鎖の予定、米国外への移転等）
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第一に、規則は、(i)重要なテクノロジーの生産、設計、
テスト、製造、組立または開発を行う米国事業、および
(ii)当該テクノロジーを27の特定された産業のいずれか
1つのために活用し、またはかかる産業のために特に
当該テクノロジーを設計する米国事業における一定の
権利（例えば、重要な非公開の技術情報に対するアクセ
ス、取締役会の権利、実質的な意思決定の権利など）を、
外国人投資家に付与する投資に関し、当事者がCFIUSに
届出を行うことを義務付けています。
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し、取引の承認を求めてCFIUSに任意による共同の届出を
提出します。当事者は、CFIUSの権限の対象である全ての
取引について、任意的申告（すなわち、ショート・フォームの
届出）を提出するようになりました。

半導体、電気通信、防衛および航空宇宙、情報技術、
サイバーセキュリティ、およびエネルギーなど特定の分野 6
においては、国家安全保障の観点から、CFIUSが特に注意
を払う関心事項となっています。
また、金融、保険および
コンシューマーなどの分野は、米国市民のセンシティブな
個人データを取り扱うため、精査の対象となります。
また、
第二に、外国人投資家が米国事業の議決権の25%以上を
米国事業が重要な技術を取り扱う際に義務的届出を定め
取得し、外国政府が外国人投資家の49%以上の議決権を
ナノテ
保有している場合、外国人投資家が行う一定の投資につい られている27の業界の中には、石油化学、生物工学、
クノロジー、およびバッテリーなどの特定分野が含まれて
てCFIUSに届け出ることを義務付けています。かかる外国
おり、その重要性が明示されています。中国企業による投資
政府が関わっている投資のうち、(i)重要なテクノロジーの
生産、設計、テスト、製造、組立または開発を行う米国事業、 に関するCFIUSの精査は、近年 7注目を集めましたが、国籍
および(ii)法律により指定された重要なインフラに関し一定 にかかわらず米国人以外の者による投資はCFIUSによる審
の機能を履行する米国事業、
または米国市民のセンシティ 査の対象となる可能性があります。
ブな個人データを収集または維持する米国事業の場合、
CFIUSの審査は、以下に記載するとおり、複数の段階を有
取引の当事者はCFIUSに届出を行う法的義務を負うことと
します。
なります。
• 届出のドラフト:CFIUSとしては、当事者が正式な届出を
FIRRMAの施行規則は、一定の基準が満たされている場合、
行う日の遅くとも1週間前までに、その届出のドラフトを
例外投資家としてCFIUSの拡大された権限から被支配的な
提出することを要請しています。実務上、少なくとも届出
外国投資を除外することを定めています。基準の多くは、
を正式に提出する2から3週間前までに届出のドラフト
特定の「規制例外国」
と外国人投資家のつながりに関連し
を提出することが望ましいとされています。届出のドラフ
ています。CFIUSは、
これまでに、
「規制例外国」
としてオース
トにより、CFIUSはより多くの時間をかけて取引を審査す
トラリア、英国およびカナダを指定しています。
ることができます。なお、
この届出のドラフトの審査は
「時間をカウントせずに」
（正式審査の時間的制限には
CFIUSに対して届出義務を負う当事者は、義務的申告の
含まれない）
行われることになります。
ただし、届出の
提出を通じて当該届出を行うことができます。義務的申告
ドラフトの提出は必須ではありません。
は、取引完了の30日前に提出されなければならず、その
後、CFIUSは、30日間に渡り取引の審査を行います。義務的
申告において、CFIUSは、(i)当事者に届出を提出するよう • 45日間の第一次審査:CFIUSによる審査は、完全な届出
求め、(ii)申告に基づきその業務を完了することができない
を受理した時点で正式に開始され、FIRRMAに基づき
こと、および届出を行うことを当事者に通知し、(iii)審査を
30日間から45日間に延長された審査期間が始まり
開始、または(iv)取引に関する審査を終了した（すなわち、
ます。45日間の審査の終了時に、CFIUSが全ての国家安
取引を許可する）5ことを当事者に通知することができます。
全保障上の懸念点を解決することができた場合、CFIUS
届出を求められた当事者は、申告に代えて申請書面を提出
から当事者に取引の承認を通知します。
することもできます。
上記の2つの義務的届出の要件の範囲外では、CFIUSへの
提出は要求されません。ただし、CFIUSは、外国人投資家が
米国事業を支配する可能性がある全ての取引、およびその
他の上記非支配的投資を審査する権限を有するため、国
家安全保障問題が懸念される投資の場合、当事者の多くは
不利な判断が下される可能性や審査が長引くことを考慮
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• 45日間の調査:CFIUSが45日間の第一次審査において
関連する国家安全保障上の懸念点を解決できなかった
場合は、CFIUSは二段階目の調査を行い、最長45日間の
二次調査に進みます。FIRRMAの規制により、CFIUSが、
「特別な状況」
と判断した場合、調査をさらに15日間延
長することができます。
一般的に、調査は取引により(i)(a)外国政府によって
米国法人が買収された、あるいは(b)「重要なインフラ」
が外国人により買収され、かつ(ii)CFIUSが「かかる取引
が国家安全保障を損ねる可能性がありその損失が軽減
されていない」
と判断した場合、二次調査は強制的に
実施されます。2018年において、
自発的に届出がなされ
た取引の約70%が二次調査に進んでいます。二次調査
中に、CFIUSがCFIUSと当事者間で合意された影響緩和
措置の適用による解決も含む全ての国家安全保障に
ついても懸念はないと判断した場合、CFIUS は手続きを
中止し、取引を承認します。
• 15日間の大統領審査:45日間の二次調査期間中に、国家
安全保障上の懸念が解決されたとCFIUSの全メンバー
組織が同意できない場合、一般的に当該取引は大統領
の審査を受けることになります。15日間の大統領審査期
間中に、大統領は当該取引の承認、制限または阻止を
決めることができます。
また大統領の判断は、司法審査
の対象となりません。
• 任意申告審査:CFIUSの権限の対象取引を行う当事者は、
当事者が法律上届出義務を負わない場合でも、任意申
告を提出することができます。義務的申告と同様、CFIUS
は、任意申告を受けて、(i)当事者に対して届出を要求す
ること、(ii)申告に基づきその業務を完了することができ
ないこと、および届出の提出を行うことを当事者に通知
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し、(iii)審査を開始、
または(iv)取引に関する審査を終了
した（すなわち、取引を許可する）
ことを
当事者に通知することができます。
CFIUSの権限は広範に渡っており、大統領が取引を阻止
した場合は非常に深刻な事態になりかねないため、米国
への外国投資に関与する取引の当事者は、外部弁護士に
対して、(i)取引がCFIUSの義務的届出条項の対象である
か否か、(ii)取引がCFIUSの審査対象であるか否か、(iii)取
引により生じる国家安全保障への脅威となりうる問題の
評価、(iv)当事者がCFIUSに届け出ることを選んだ場合は、
かかる届出の作成・提出のサポート、(v)取引が大きな注
目を浴びることが予想される場合は、必要に応じて、政治・
広報的な戦略の構築、に対する助言を求めることが重要と
なります。
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II. 市場への直接的・
間接的参入、事業
形態の選択
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市場への直接的・間接的参入、
事業形態の選択
外国法人が米国でビジネス
を行おうとする場合、検討
しなくてはならない非常に
重要な組織上の問題があり
ます。
それはビジネスをダイレクト
に行うのか、それとも米国法
人を設立するのか、
という選
択です。

米国において直接ビジネスを行うのではなく、米国子会社を設立する場合、
リミテッド・ライアビリティ・プロテクション、および米国裁判所の管轄権からの
保護を受けることができます。8 もし企業が自社の支社または財務的透明性を
有する法人を設立して直接ビジネスを展開することを選び、そのビジネスにより
米国で営業活動を行なっているとみなされる場合、かかる企業は、(i)米国にお
ける課税対象となり、(ii)米国の連邦および州の法人税の対象となり、(iii)米国支
店利益税(“branch profits tax”)を課され、(iv)米国で確定申告を行うことが義務
づけられます。通常、非米国籍のクライアントは、
自らの主要な米国以外の事業
組織が、米国で営業活動を行なっているとみなされることを望みません。
そのため、米国でのビジネス展開については、支社または財務的透明性を有す
る法人を通じて行うよりも、税務上不透明なものとして取り扱われる法人を設立
することを選びます。
たとえ、代理店やエージェントを通じて米国内でビジネスを展開することを
決めた場合であっても、その製品がライセンシングの承認要件の対象となるか
否か、そしてどのような米国規制の対象となりうるのか検討する必要がありま
す。米国法は、大陸法系諸国ほど代理店やエージェントを保護するものではあり
ません。
しかし、州によっては、
とりわけ契約解除時の事前通知義務を規定して
います。
また、外国法人がフランチャイズ法の対象とならないよう、注意を払う
必要もあります。加えて、米国向けの販売を行う企業であれば、知的財産権の
適切な保護についても検討しておく必要があります。

設立場所

子会社を設立することを決めたら、次に設立場所を決定する必要があります。
米国の場合、米国事業の設立、構造およびガバナンスは、州の法律ならびにコモ
ン・ローにより規定されます。連邦法では米国法人のための法的枠組みを定め
ていないため、米国には統一されたいわゆる
「会社法」はありません。その代わ
り、子会社を設立した場所によって、全米50州のうちのいずれかの法律または
コロンビア特別区の法律が適用されることになります。
設立する州と事業活動を行う州や主要な事業所のある州が同じでなくてはなら
ないという要件はないため、
まずは、
どの州に設立をするのかを決めることにな
ります。長きにわたって、法人の設立にデラウェア州が好まれてきました。その
理由として、デラウェア州の会社法が柔軟かつ近代的であること、司法制度が
洗練されており豊富な判例の集積により予測可能性が他のどの州よりも高いこ
と、様々な届け出・手続きをデラウェア州務長官室会社部が効率良く処理できる
こと、そしてほぼすべての米国弁護士がデラウェア州の会社法を学んでいること
などが挙げられます。
フォーチュン500、および米国で新たに上場された会社の
89%は、デラウェア州で設立9されています。
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確かに、設立州としてデラウェア州を選択するのが最も
一般的ではありますが、必ずしもベストな選択肢というわ
けではありません。
とりわけ、デラウェア州で事業活動を
行わない民間企業などの場合はそうなります。事業組織
は、事業を行う各州において営業資格を取得する必要が
あり、
これには年間数百ドルの手数料に加えて、毎年登録
手続きを行う必要があります。従って、実際にビジネスを
行う州に法人を設立すれば、
これらの余分なコストや煩雑
な手続きを避けることができます。原則として、新会社を
どの州で設立しようとも、米国の事業活動に課される連邦
税や州の法人税に影響を及ぼすことはありません。従って、
設立州のメリット・デメリットについては、弁護士と十分に
協議することが重要となります。

公開情報

米国の州法は、他国と比較して、非公開企業の所有者、
ガバナンス、ならびに財務状況に関する情報について高い
機密性を提供します。米国の公開企業の場合、有価証券情
報の開示に関する連邦法の対象となるため、四半期ごとに
財務諸表を提出し、事業およびガバナンスに関する詳細な
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情報を開示する義務がありますが、非公開企業の公式な記
録で開示されるのは、通常、会社名、事業目的ならびに発行
可能株式数のみです。10いかなる付属定款、ガバナンスや
議決権に関する事項、所有者や取締役会議の議事録は
非公開となり、株主一覧（または同様の所有者に関する
記録）ならびに年次財務諸表についても同様です。会社の
基本定款 11については、登録代理人、設立者と設立場所に
おける事業所の住所を開示する必要があるものの、登録
代理人としての代行業務や訴状送達先の住所を提供する
代行サービスもありますし、設立者については多くの場合、
外部弁護士が務めることになります。
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主な事業構造

米国における主な事業形態は、
コーポレーション、
リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
（有限会社、
「以下LLC」
)、
リミテッド・パー
トナーシップ、
リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップならびにリミテッド・ライアビリティ・リミテッド・パートナーシップです。

コーポレーションとLLCの比較
設立

所有者の責任範囲

所有に関する規則
経営

資本拠出の形態
最低資本金に関す
る要件
税務上の取り扱い

設立・維持にかかる
コスト

コーポレーション

Limited liability company (LLC)

原則としてコーポレーションの義務について株主が責任を
負うことはない。
この原則への最も一般的な例外は法人
格の否認／分身理論の適用12

原則として事業の義務について、構成員(Member)が責任
を負うことはない。
この原則への最も一般的な例外は法人
格の否認／分身理論の適用。

株主に任命された取締役が、共同で全体的な経営責任
を実行し、執行役員を任命する。執行役員は日々の事業
活動の管理責任を担う。取締役ならびに執行役員は自然
人でなければならないが、米国籍者、米国居住者である
必要はない。

操業契約書は、ビジネスの管理方法を定める。LLCは、
取締役および役員の有無を選択することができ、当該契
約書は、(1)1人以上のメンバー、(2)取締役会、
または
(3)役員による管理を定めることができる。取締役および
役員は通常自然人が登用されるところ、米国籍者または
米国居住者である必要はない。マネージャーは、法人また
は自然人の場合があり、米国籍者もしくは米国居住者で
あること、
または米国に所在している必要はない。

基本定款を州務長官に提出

一般的に株主の数や株式の種類に制限はないが、最低で
も１名の株主を要する。株主は、法人、
自然人を問わず、
米国に定住している必要もない。13

株主が、株式と引き換えにコーポレーションに対して財産
やサービスを拠出する。

最低資本金に関する要件はないが、過小資本は、裁判所
が法人格を否認し、
コーポレーションの責任を株主に負わ
せるか否かの検討要素の一つとなる。株式の種類について
は、複数設けることが認められている。

コーポレーション（コーポレーションとして課税されること
を選択したLLCを含む）は、
コーポレーションとしてその所
得について課税され、
さらに株主は、配当あるいは分配金
の支払いを受けた際に課税される。
（すなわち二重課税）
過半数の株主が、分配金の支払いのタイミングや額をコン
トロールしうる。

特段の特徴がない場合は、最も安く設立できる事業形態。

基本定款を州務長官に提出

構成員(Member)の数や持分関係の種類に制限はないが、
最低でも一名の構成員を要する。構成員は、法人、
自然人
を問わず、米国に定住している必要もない。

構成員が、構成員の権利と引き換えにLLCに対して財産や
サービスを拠出する。

最低資本金に関する要件はないが、過小資本は、裁判所が
法人格を否認し、LLCの責任を構成員に負わせるか否かの
検討要素の一つとなる。構成員の権利の種類については、
複数設けることが認められている。

LLCは連邦法人税の対象ではない（ただし、
コーポレーシ
ョンとして課税されることを選択したLLCを除く）。LLCの損
益は、構成員にパススルーされ構成員レベルで課税され
る。米国の構成員が二重課税されることはないが、外国法
人構成員は、法人所得税に加えて、支店利益税を支払わな
くてはいけない場合がある。14
設立にかかる費用は、
コーポレーションよりもいくらか
高額。金額は構造の複雑さによる。
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1. コーポレーション

（オフィサー）が、
コーポレーションの日々の事業活動を
管理し、
コーポレーションを代表して契約を締結するため
コーポレーションとは、その株主からは独立して存在する
の代表権を有しています。
取締役は機関として活動し、定款
法人であり、外国投資家によく利用される事業形態です。
または取締役会決議によって定められる役職および職務
a) 所有者
を有する役員の任命責任を有しており、当該役員によって、
コーポレーションの場合、所有者または株主の最低人数は 法人は法的文書および株券へ署名することができます。
1名です。
このため、親会社は、子会社の唯一の所有者にな 基本定款または付属定款に別段定めがない限り、同一人物
ることにより、子会社を完全支配することができます。株主 が、複数の役職を兼任することができます。18
は、
自然人でも法人でもよく、
自然人である場合は米国市民
d) 有限責任
や米国居住者である必要はありません。
コーポレーションは、その構成員から切り離されている
b) 資本
法的主体です。提訴することも、
されることも、契約を締結
米国には多くの国にあるような最低資本金の要件はありま することもできます。株主はその出資額の限度でのみ責任
せん。基本定款には、
コーポレーションが発行することがで を負い、出資額を超えたコーポレーションの債務について
きる株式数について各株式の種類毎に記載する必要があ
は責任を負いません。子会社が一連の会社手続きを準拠し
りますが、デラウェア州のコーポレーションの場合、株式の
ていることが重要となります。ある子会社が基本的な会社
最低額面価格に関する要件はありません。15コーポレーショ 手続きに準拠していない場合、当該子会社の法人格を否認
ンの資本金額は、かかる発行可能株式が株主に対して実際 されたり、親会社が子会社の債務を負担するよう、請求を
に発行され、当該株式に対して支払われた対価によって決 受けたる可能性もあります。19
まります。資本拠出については、現金によるもの、現金以外
e) 税務
の拠出の両方が可能です。法人は、事業を合理的に運営す
親会社が米国にある子会社を通じてのみ米国でビジネス
るために十分な資本を有することが重要となります。事業
を行っている場合（すなわち、親会社自らが事業所を設立し
の性質および附随するリスクを踏まえた適切な方法で資
本構築できていない場合、それらは裁判所が法人格を否認 たり、その他のビジネスプレゼンスを米国内に構築しない
し、結果株主に直接責任を負わせる判断をするための検討 場合）、原則として親会社が、米国内で法人所得税を課税さ
れることはなく、米国で確定申告を行う必要もありません。
要素となる可能性があります。16

c) 経営

コーポレーションには、付随する議決権や経済的な権利が
異なる様々な種類の株式がある場合があります。株主の
一義的な責任は取締役を選任することですが、会社の
解散、売却または定款の変更など、根本的な事項について
投票する権利も有しています。
コーポレーションの経営と
管理は、主に取締役会によって行われます。取締役の数、
任命プロセス、選任、投票要件、ならびにその他取締役会の
ガバナンスに関する事項は付属定款に規定されます。
なお、付属定款を州務長官に提出する必要はありません。
デラウェア州法では、取締役を1名だけとすることも認めら
れており、
これは完全支配の子会社の場合には、珍しいこと
ではありません。取締役は18歳以上の自然人でなくてはな
りませんが、米国あるいは設立州に居住している必要はあ
りません。17デラウェア州法では、取締役ではなく役員

米国のコーポレーションには、雇用主番号(EIN)の取得が
義務づけられており、一般的には21%の法人所得税を課さ
れます（2017年の米国税制改革により以前の35%から引
き下げ）。以前は、米国の法人は全世界における純所得が
課税対象でした（ただし米国外での所得について、外国で
の納税分については、外国税額控除の優遇措置を受けられ
る場合もありました）。2017年度税制改正に基づき、税源浸
食濫用防止条項と組み合わされた地域を基準とした課税
システムに向けた動きがありました。20
米国のコーポレーションは、毎年確定申告を行い、予定
納税をする必要があります。加えて、米国の子会社が非米
国人の株主に対して支払った総配当額（外国人へ支払われ
たいかなる利子やロイヤルティについても同じ）について
は、30%の米国源泉徴収税が課税されます。
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よって、米国のコーポレーションが米国であげた利益を外
国の親会社に支払った場合は、連邦の法人税法に基づき、
実質的には最高44.7%の税率が課される場合もあります。
もちろん、米国と外国人株主の税法上の居住地の間で締結
されている租税条約により30%の源泉徴収税が減税あるい
は免税となる可能性はあります（ただし、特典制限条項等の
条件を満たしていることが条件）。
米国のコーポレーションが米国内にかなりの量の不動産を
有していない限り21売却したことにより得たキャピタルゲイ
ンについて米国で課税されることはありません。米国のコー
ポレーションが事業関連性（business nexus）
を有していると
みなされる州／地方の税制如何では、州や地方の税の対象
となる場合はあります。最低でも25%が外国の法人により
所有されているコーポレーションの場合、海外の関連団体と
の全取引を内国歳入局（以下「IRS」）に申告することが義務
付けられています。商品、無形資産、サービスおよび貸付の
会社間振替価格設定は、
アームズ・レングスの基準に合致す
ることが求められます。22
米国は、連邦レベルでは売上税、付加価値税(VAT)または
商品サービス税(GST)等の間接税を課しませんが、
これらの
税金は州や地方の税の対象となる場合があります。
上記の通り、米国にビジネスを展開する非米国企業は、支社
や財務的透明性を有する法人ではなく、一般的には完全
所有の米国子会社を通じて事業を行うことを選択します。

f) 社名に関する要件

コーポレーションの名称には「association」、
「 company」
、
「 co r p o r a t i o n 」、
「 c l u b 」、
「 f o u n d a t i o n 」、
「 f u n d 」、
「i n co r p o rate d」、
「i n st it ute」、
「so c i et y」、
「u n i on」、
「syndicate」あるいは「limited」
（前述の略語を含み、句読点
の有無は問わない）
といった用語、あるいは英語以外の外国
語で同様の意味を示す用語（その略語を含み、句読点の有無
は問わない）が含まれていなくてはなりません（ただし外国語
の場合はローマ字表記であること）。
また、コーポレーションの名称は、設立州に既に登録されて
いる他のいかなる企業名とも区別がつくものでなくてはな
りません（あるいは、すでに登録されている企業名の所有者
の承認が得られていなくてはならない）。法人を設立する際、
非常に重要な最初のステップは、同じ法域において、同一
の、あるいは似たような企業名が既に使用されていないか
どうか見極めることです。
もし使用済みの場合は、そのことを
根拠に設立申請が却下されることもあります。23
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g) 設立の手続き

コーポレーションの基本的な設立の流れは次のとおりで
す：
• 法人格の付与（1〜５日）
：デラウェア州法では、州務
長官室会社部に対する基本定款の提出をもって、当
該コーポレーションに法人格が付与されます。法人格
の付与は、新法人の名称を含め、州務長官により承認
されなくてはなりません。この手続きに要する日数は
長くて3〜5日ですが、追加の手数料を支払えば、この
手続きを１時間で完了させることもできます。
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a) 所有

有限責任会社、すなわちLLCの場合、所有者あるいは「構成
員」(メンバー)の必要最低数は1名です。
メンバーは法人で
も自然人でもかまいません。自然人の場合も、米国市民ま
たは米国居住者である必要はありません。

b) 資本
LLCには必要最低資本金の要件はありません。LLCへの
当初またはそれ以降の資本拠出については、LLC契約に
規定されます。コーポレーションの場合と同様に、LLCの
実際の資本金額は、メンバーが実際に拠出した額（現金で
も現物支給でも）によって決まります。子会社の事業形態と
してLLCを選択した場合は、当該LLCに合理的にビジネス
を行うのに十分な資本があることが重要となります。事業
が適切な方法で資本構築できていないことは、その業種や
付随するリスク如何では、裁判所が法人格を否認し、結果
メンバーに直接責任を負わせる判断をするための検討
要素となる可能性があります。

• 設立者または株主の行動：法人格取得の確認を受け
とり次第、設立者または株主は（書面決議により）基本
定款を承認・採用し、当初取締役の人数を決め、当初
取締役会の創立会議、あるいは彼らの承継者が選任
されるまで に当 初 取 締 役となる人 物を任 命します。
設 立 者 は、前 述 の 手 続きを完了した 時 点で、会 社 の
c) 経営
設立者としての職を辞します。
• 初取締役会の創立会議：その後、
（発起人または株主に LLCは、その構造と運営という面で、コーポレーションに
比 べてより大 きな 柔 軟 性 を 持 た せることがで きます。
よる書面承諾による行為の直後に発生する）、発起人
コーポレーションの株式と同様に、メンバーの持分も、
または株主による行為の承認、定款の採用、役員の
権利と優先度が異なる様々な種類に分けることができ
選任および他の機関を採用するために、取締役会は
ます（例えば、普通と優先といった形で）。LLCの経営は、
設立総会の開催または全会一致による書面同意に
「構成員直接経営型」
(member-managed)か「経由経営
基づき実行します。
型」(manager-managed)のいずれかにすることが可能で
全額出資のコーポレーションの設立に付随する文書と す。メンバー直接経営型LLCの場合、会社を拘束し、LLCを
しては：(i)基本定款（上記のとおり、州によって呼び名が 代表して経営を行う権限はLLCの各メンバーにあります。
異なる）;(ii)付属定款、(iii)唯一の設立者または株主（複 一方、経由経営型LLCの場合、メンバーが、LLCを代表して
数を含む）による書面決議；(iv)取締役会による創立会議 経営を行う一人ないし複数の人を選任します。
この人は、
の開催に代わる全会一致の書面承諾書;(v)発行済株式 法人、自然人のいずれでもかまいませんが、このマネー
100%に相当する株式の募集契約書ならびに(vi)かかる ジャーが、LLCの日々の業務をコントロールし、原則として
株式に係る株券。
会社を拘束する権限を有することになります。ただし、LLC
2. リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(以下「LLC」 契約により、かかる権限を限定し、特定の事項については
LLCは、ハイブリッド型の事業形態で、コーポレーション メンバーに決定権を付与することも可能です。州の適用
に与えられている有限責任保護をもち、柔軟性ある経営 法に定める特定の最低必要要件を満たしていれば、LLC
構造をもつことに加えて、税務目的上、財務的透明性を のコントロール、権限ならびに経営に関するすべての事
有した法人として扱われることを選択することができるの 柄は、LLC契約に規定することができます。LLC契約を設立
州に提出・登録する必要はなく、LLC契約の規定に従い、
が特徴です。
メンバーはLLC契約を修正することができます。
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d) 有限責任
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免除になる場合もあります。また恒久的施設が米国にある
場合でも、30%の支店利益税が減免される場合もあります。
なお外国人が完全所有する米国のLLCは、届出ならびに
記録保持の要件については25%が外国所有の米国コーポ
レーションと同様に国内コーポレーションとして取り扱わ
れるため、かかる届出の義務を果たすために米国のEINを
取得する必要があります。

コーポレーションの場合と同様に、LLCもメンバーとは切り
離されている法的主体です。従って、メンバーは出資額を
限度としてのみ責任を負い、出資額を超えたLLCの債務に
対して責任を負うことはありません。ただし、
コーポレーショ
ンと同様に、LLCも基本的な会社手続きやその他の要件を
怠れば、法人格の否認につながる恐れがあり、その場合は
メンバーがLLCの義務を負うことになる可能性もあります。 説明のとおり、原則として外国親会社は、米国におけるビ
ジネス活動については二重課税を課せられることになりま
e) 税務
す。すなわち、企業体(corporate entity)を設立する場合でも
LLCはコーポレーションと比較して税務の面でも大きな
（企業所得税および配当源泉税）あるいは透明性を有する
柔軟性を有しています。というのも、LLCに対する課税に
法人を設立する場合でも同じです（企業所得税および支店
ついては、財務的透明性を有した法人として課税されるか、
利益税）。前述のとおり、米国にビジネスを展開する非米国
不透明な法人として課税されるかは、メンバーが選択する
企業は、通常、その主たる非米国事業が、直接的に米国で
ことができるからです。メンバーが2名以上のLLCがパート
の課税対象になることも確定申告の義務を課されることも
ナーシップとして課税されることを、あるいはメンバーが
望まないため、米国子会社を通じて米国でビジネスを行う
1名のLLCがみなし法人(disregarded entity)として課税され
ことを選択するのが一般的です。一方で、米国におけるビ
ることを選択した場合、当該LLCは税法上透明性を有する
ジネスが今後数年損失を出すことが見込まれる場合、親会社
とみなされ、米国構成員に対する二重課税を回避すること
が米国外の税金対策として、米国外の税法上、財政的透明
ができます。ただし、当該LLCの親会社が外国企業である
性があるとのみなされうる米国法人（例えば、パートナー
場合、
この親会社は米国におけるLLCの事業に従事してい
シップ）にするケースも考えられます。外国親会社が米国
るとみなされ、その結果、米国の法人税、米国における確定
でのビジネスを支社／透明性を有する法人として行うか、
申告の義務ならびに30%の支店利益税が課されることに
子会社を設立して行うかの選択は、事実関係をよく確認し
なります。州または地方の税金または税金申告の提出義務
た上、ケース・バイ・ケースで決めていくべきでしょう。
が課される可能性があります。米国と外国親会社の税法上
の所在国間で締結されている二重課税に関する租税条約 f) 名称に関する要件
が適用され、外国親会社の営業活動については、
「恒久的 LLCの名称の最後には、
「limited liability company」
「L.L.C.」
施設」がないと認定されれば外国親会社の法人所得税が または「LLC」
という言葉を入れる必要があります。加えて
社名は、既に設立州に登録されているいかなる他の法人
と区別がつくものでなくてはなりません（あるいは、すでに
登録されている社名の所有者の承認を取得するする必要
があります）。

g) 設立の手続き

LLCの設立の流れは次の通りです：
• 設立（1〜５日）
：コーポレーションと同様に、LLCは
州務長官室会社部による基本定款の受理をもって設立
されたとみなされます。追加の手数料により、登録は1時
間程度の短時間で完了します。
• LLC契約の採択：LLCが設立され次第、
メンバー（1名
または複数）がLLC契約書を採択します。
この文書は、
完全所有されており、
メンバーが1名だけのLLCならば
比較的単純な文書になりますし、複数の構成員を擁し、
所有の構造が複雑またはその他の特殊な要件がある
LLCにおいては非常に複雑なものになることもあります。
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完全所有されているメンバーが1名だけのLLCのための
LLC契約は比較的シンプルであるため、1日か2日で作成する
ことができ、
これをメンバー（1名でも複数でも）が、LLCの
設立と同時に、あるいはその直後に発効させます。
LLCの設立のために必要なのは、基本定款とLLC契約の2通
の文書の作成と、基本定款の届出のみです。

3. パートナーシップ

パートナーシップとは、その種類によって、2名以上の人ま
たは法人がある事業目的またはその他の目的を遂行する
ために設立します。
「パートナーシップ」のレベルでの課税
という選択肢はないため、パートナーシップは非課税法人
として取り扱われ、損失はパートナーシップからパートナー
へと
「パススルー」
されます。そしてパートナーシップのパー
トナーが、パートナーシップの所得の配分率に応じて課税
されることになります。24米国においては、州によって異なる
ものの、認められているパートナーシップの形態としては、
ジェネラル・パートナーシップ、
リミテッド・パートナーシッ
プ、
リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ、
リミテッド・
ライアビリティ・リミテッド・パートナーシップの4種類にな
ります。

a) ジェネラル・パートナーシップ

ジェネラル・パートナーシップ（以下「GP」）
とは、2名以上の
者が営利目的で事業を遂行するためのパートナーシップ
で、パートナーシップを組む意向があるか否かは問いませ
ん。パートナーシップは、
（存在する場合は）パートナーシッ
プ契約と州の法律によって規律されます。GPにおいては、
すべてのパートナーが、パートナーシップの債務に対して
連帯責任を負います。GPという形態では、パートナーに有
限責任による保護が与えられないため、米国で意図的に
使われることは少ない形態であると言えます。
ジェネラル・
パートナーは、経営を委ねることもできますし、
日々の業務
の管理のための執行委員を任命することもできます（ただし
これは要件ではありません）。

b) リミテッド・パートナーシップ

リミテッド・パートナーシップ（以下「LP」）とは、2名以上
の者または法人により設立され、そのうち最低1名の者、
または一つの法人がジェネラル・パートナーである必要
があります。LPは、いかなる合法的なビジネスも営利目
的もしくは非営利目的で営むことができます。LPの成立
には、
ジェネラル・パートナーが、定款(Certificate of Limited
Partnership)を締結し、これを州務長官に届け出ること
が必要です。LPのジェネラル・パートナーは、パートナー
シップの債務について無限責任を負うことになります。
LPには、
リミテッド・パートナーが含まれていることもあり、

17

その場合、リミテッド・パートナーの責任は、その出資額
が限度となります。
リミテッド・パートナーは、パートナー
シップの事業経営に参加することはできません。参加した
場合は、有限責任の立場を失い、無限責任を負わされる
可能性もあります。LPの経営に携わることができるのは
ジェネラル・パートナーのみです。多くの場合、法人がLP
のジェネラル・パートナーとして、個人はリミテッド・パート
ナーとして参加します。
当該個人が、ジェネラル・パートナーであるコーポレーション
の執行役員である場合は、ジェネラル・パートナーの執行
役員としてLPの経営に参加することにより、有限責任のパー
トナーという立場を失わずにすみます。

c) リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ

デラウェア州を含むいくつかの州では、
リミテッド・ライアビ
リティ・パートナーシップ（以下「LLP」）の設立が認められて
います。LLPはジェネラル・パートナーシップの1種で、その
いずれのパートナーも、パートナーシップの債務について
個人的に責任を負うことはありません。LLPの設立には、
パートナーシップ契約においてパートナーシップがLLPであ
ることを明記し、資格書面(Statement of Qualification)を州
務長官に提出します。LLPは、法律事務所や会計事務所等、
専門的なサービスを提供する事業に最も利用されている
形態です。州のLLP法は統一されておらず、複数の州がLLP
に特別の要件を課す可能性があります。

d) リミテッド・ライアビリティ・リミテッド・パートナーシッ
プ

デラウェア州を含むいくつかの州では、
リミテッド・ライア
ビリティ・リミテッド・パートナーシップ（以下「LLLP」）の設
立が認められています。LLLPはリミテッド・パートナーシッ
プの一種で、そのジェネラル・パートナーについても、有限
責任となります。LLLPの設立には、資格書面(Statement of
Qualification)を該当する州の州務長官に提出し、パートナー
シップ契約においてLLLPであることを規定するか、すべての
ジェネラル・パートナーとリミテッド・パートナーの承認を得る
ことが必要です。

4. 設立後の申請

設立後はIRSにEINの申請を行う必要があります。これは
税 務 関 係 の た め に 必 要となる番 号で す。E I N の 取 得 に
は、IRSに申請書類SS-4を提出します。
ファックスによる提出
でもよく、
この場合はおよそ2週間でEINが取得できます。
電話またはオンラインで申請した場合は（ただし申請者が
有効な納税者番号（以下「TIN」）を持っており米国法人で
ある場合のみ）、即時にEINが取得できます。EINは、会社が
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締結の形式要件について
従業員を雇用するためにも必要ですが、銀行口座の開設や
その他身元証明としても必要になる場合があります。
たとえ、
メンバーが1名しかいないLLCで、税務上はみなし
法人であったとしても、かかるLLCに従業員がいる場合は、EIN
を取得し雇用関係の税金にかかわる徴収、申告、支払いを
行わなくてはなりません。上記のとおり、外国人により完全
所有されたみなし法人であるLLCについても、EINを取得し、
特定の情報の届け出ならびに記録保持に関する義務を果
たす必要があります。
法人設立後に検討すべきその他の問題や以降のステップ
には以下が含まれます：
• ビジネスを行うために必要なライセンス、許可証の取得
（設立州と異なる場合は、主な事業者がある州でビジネ
スをするための資格の取得を含む）
• 銀行口座の開設
• 当初必要な運転資金の見極めと調達
• 主たる事業所の開設場所を決定し、オフィススペースを
リースする
• 保険への加入。包括賠償責任保険、損害保険、会社役員
賠償責任保険を含む

米国における法的書類の有効な締結に関する要件は、比較的少
ないとされています。法的機関が当事者となる書類は、適切な管理
機関（すなわち、取締役会またマネージャー委員会）により
（個別
に、
または役員もしくはその他の代表者に対する権限の委任を通
じて）適法に承認されなければならず、法人のために書類に署名
することを授権された者により有効に締結されなければなりませ
ん。書類は、副本の形で締結することができ、一部の政府届出に
ついてもファクシミリにより複写された署名でも十分となります。文
書を締結し、
または文書の各ページにイニシャルを付すために
使用されるインクの色に関する法律または慣習はありません。25
公証が要求されることはまれですが、要求される場合、
これは、弁
護士ではなく行政のスタッフが行うシンプルで補佐的なプロセス
となります。大陸法諸国における公証人と異なり、米国の公証人は
通常、弁護士ではなく、公証人は書類もしくは本人を確認したこと、
または書類の締結の証人となったことのみを認証します。公証人
は、適用法令に基づく書類または取引の有効性については評価
しません。書類は迅速かつ安価に公証することができますが、
アポ
スティーユを取得するためのプロセスは州ごとに異なり、数日か
かる場合もあります。
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III. 商業契約
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商業契約
米国は訴訟の多い法域
であり、米国で商業契約
を締結する会社は、商業
契約から生じる紛争につ
いて訴訟が提起されるこ
とはまれではないことを
認 識しましょう。米 国 は
コモン・ローの法域であ
るため、
これらの紛争は、
ほとんど常に、制定法の
枠組みではなく判例法に
基 づ き 判 断 さ れ ま す。
訴 訟 は 、時 間 が か かり、
高額となる可能性があり
ます。そ の た め 、米 国 の
商 業 契 約 の 作 成 、交 渉
および管理において特別
の注意を払う必要があり
ます。

商業契約の設立

米国において、法的に強制執行が可能な契約の不可欠な要素とは、(i)申込み
(ii)申込みに対する承諾、および(iii)対価性となります。26申込みは、申込者が提示
された条項に従い契約を締結することの合理的期待が作り出された時に生じます。
承諾は、申込みの相手方が提示された条項を受け入れることを申込者に意思表
示した時に生じます。商業契約に関しやり取りされた対価が十分な価値を有する
かは主観的な問題であり、何が十分な対価性を構成するのかにつき最低価値
基準はありません。米国裁判所は、一般的に、何らかの対価が付与されていれば、
対価の十分性を問題としません。27
申込み、承諾および対価性の要素に加え、裁判所は通常、当事者が拘束される
ことを意図していたか、および契約条項が十分に明白であるかを検討します。28
契約当事者が拘束されることを意図していたか（例えば、有効な申込みと承諾
があったか）は、主観的な意図ではなく明らかな同意の表明が重要となり、事実
に基づき客観的に判断されます。29署名された文書の存在は、当事者が拘束さ
れることを意図していたことを強く推認しますが、反対の証拠（例えば、署名され
た文書に「ドラフト」
という表示がある、
または空白がある）は、
この結論を覆しま
「裁判所が、契約条項に基づき、適切
す。30契約条項が「十分に明白である」かは、
な解釈ルールおよび衡平法の原則を適用して、当事者が何を合意したかを解明
できる」かにより判断されます。31

“four corners”の原則

米国の商業契約は、数少ない例外を除き、その条項のみに従い解釈され、執行
されます。
これは、契約上の紛争が生じ米国の裁判所で訴訟が行われる場合、
裁判所は一般的に、契約の意味を判断するために契約の全内容を超えて事項
を検討しないことを意味します。拘束力ある書面による契約と矛盾する、
または
これを変更する事前の口頭による、または書面による合意の証拠、および契約
締結と同時に行われた口頭または書面による合意の証拠は、一般的に、契約の
解釈または意味に影響しません（同時に行われた書面による合意が明確に関連
文書により組み込まれている場合を除く）。
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“four corners”の原則に対する特定の例外
上記原則に対する特定の例外は以下となります。

1) 国際物品売買契約に関する統一商法典と国連条約

上述のとおり、米国は一般的な制定法のオーバーレイを
持たないコモン・ローの法域ですが、多くの米国の州は
統一商法典(UCC)またはそのヴァリエーションを受諾して
おり、
これは、ギャップを埋め、商品またはサービスの販売
を内容とする契約を解釈するために使用される統一され
た一連の黙示の条項を定めます。UCCの条項は義務的では
なく、当事者はUCCの条項に反する、もしくは異なる条項を
合意し、またはUCC全体から
「オプト・アウト」することがで
きます。
米国は国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)の加盟
国であり、CISGの条項は、除外されない限り、米国当事者
および他の加盟国当事者間の契約に黙示的に適用されま
す。
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た側が合意に依拠して自己に不利益な行為を現実に
行った場合、当事者間の合意が執行される場合がありま
す。
• 誠実性および公平な取引：米国において、商業契約は
誠実性および公平取引の黙示の誓約を含みます。UCC
において誠実性は、商人間では、
「事実上の誠実さ、
および取引における公平取引の合理的な商業的な基準
の遵守」
と定義されています。32
• 公の秩序：米国裁判所は、社会に不快感を与えるような
公の秩序に反する契約または契約条項の執行を、拒絶
します。違法、または不道徳な契約（重過失または故
意による損害についても当事者を免責する契約等）は
公の秩序に反することを理由に無効となる契約に含ま
れます。

3) 破産

契約当事者が破産を宣言した場合、商業契約はその条項の
みに従い執行されない可能性があります。破産の場合、破産
2) 衡平法の原則
当事者は商業契約に基づく義務の全部または一部を免除
米国の全ての商業契約は、一定の衡平法原則の制約をうけ
される可能性があります。米国の破産手続に関する更なる
ます。
これらの原則の適用は、特定の状況において、結果的
情報について、本書第XII項を参照してください。
に、米国裁判所は一当事者間に書面による契約が存在しな
くても一定の契約条項の執行を拒絶する、
または当事者間 4) その他の一般事項
の合意内容を執行することになります。以下は、米国の商業 米国の制定法のオーバーレイは他のコモン・ロー法域と
契約に適用される衡平法原則の例となりますが網羅的には 比して限定されていますが、州の法令、および（特に消費者
適用されません。
の領域において）連邦法は、一定の契約事項に適用されま
• 不当性：米国裁判所は、契約書または一定の条項が不当 す。
であると判断した場合、契約の執行を拒絶することが
できます。契約締結の時点で、
より強い交渉力を有する
当事者が他方当事者に不利な条項を強制する交渉力の
格差が当事者間にあった場合、または契約条項が明ら
かに厳しく、もしくは一方的に不当である場合、不当性
があるものと判断されます。
この原則は、
しばしば商業
契約の文脈で発生します。

• 約束による禁反言：強制執行可能な契約が存在しな
くても、合意内容を受諾した側が当該合意に依拠し
て行為を行うことが合理的であり、合意内容を受諾し
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商業契約における裁判地の選択

米 国 の 商 業 契 約 の 当 事 者 は 通 常、契 約を支 配 する法 律
および契約から生じる紛争が審理される裁判地を選択する
ことができます。特定の州法が商業契約を支配する、および
特定の場所で紛争を解決しなくてはいけないという要件は
課されていません。両当事者に対する準拠法および裁判地
の選定に対する唯一の制限は、取引が選定された州と何ら
かの関連性を持たなければならないということです。適切な
関連性があるかについては、具体的事実による分析による
ところですが、一方の契約当事者の機関またはその本店が
州に存在していれば、一般的には十分な関連性として認めら
れます。
ニューヨーク州はネクサス規則の例外として、基礎となる
取引がニューヨークと合理的な関係を有するか否かにかか
わらず、その取引によって想定される義務または対価が少
なくとも1,000,000米ドル以上 33である限り、契約当事者が
ニューヨーク州法およびニューヨークを裁判地として選択
することを認めています。実務的な問題として、ニューヨーク
州は、十分に進展した事例法、比較的短い訴訟事件一覧表、
および商事問題において経験豊富な司法裁判官などを有し
ている点から、商業契約紛争において魅力的な場となってい
ます。
米国の商業契約に起因して紛争が生じ、米国の裁判所に
おいて非米国企業に対する請求が提起される場合、裁判所
は、当該事件を審理するために、非米国企業に対する人的裁
判管轄権を確立しなければなりません。人的裁判管轄権は、
裁判所の所在する管轄権との被告の接触の程度および性質
に基づいて、被告に対する事件を審理する合衆国裁判所の
権限です。人的裁判管轄権は、様々な方法で見いだすことが
でき、米国の商業契約を締結する場合、人的裁判管轄の適用
を回避することは困難となります。米国以外の事業体に関す
る米国の裁判所の管轄権に関する詳細については、本書の
第XI条を参照してください。
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IV. 労働・雇用関連の
法律に関する検討
事項
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労働・雇用関連の法律に関す
る検討事項
米国の労働・雇用関連の
法 律 は、ほとんどの 国と
比較して、一般的に雇用主
にずっと優しい法律です。
米国の大半の従業員は、
書 面 による 雇 用 契 約 を
締結しておらず、年金があ
るのはまれで、解雇された
場 合 も解 雇 手 当 は 通 常
支払われません。

雇用関係を結ぶ

いくつかの例外を除き、米国における雇用関係は、従業員が働いている州の法律
に従います。雇用関係は、明示的または黙示的な契約によって、あるいは一切契約
がなくても成立します。
雇用契約あるいは労働協約がない34場合の米国の従来的なルールは、
「at-will」、
すなわち退職および解雇事由の原則であり、使用者・従業員のいずれかの意向
によっていつでも雇用関係を解除することができます。使用者は原則として、事
前通知を行うことなく、正当な理由のあるなしにかかわらず従業員を解雇するこ
とができ、従業員も予告や理由なしに、いつでも退職することができます。34
様々な州法や裁判所の判決により、
「at-will」の原則は、特に公的政策の例外
ならびに暗黙の契約理論などに関連する場合にはいくらかは崩れてきていると
いえます。
とはいえ、ほとんどの州において、
「at-will」の原則は、労働法の基本原
則です。35雇用関係訴訟は、その他多くの法域と比べ、普及していません。
連邦法は、大規模な解雇を行う使用者に対して予告要件を制限しています。
労働者調整・再訓練予告法（WARN法）36に基づき、大量の従業員を解雇または
工場の閉鎖を行う使用者は、終了の60日前までに通知をし、
または、60日前まで
に通知がなされない場合60日分の賃金支払および給付を要求される可能性が
あります。
「大規模解雇」および「工場の閉鎖」はWARN法において定義され、
全ての工場閉鎖または大量の解雇がこれらの定義に該当するわけではな
く、100人以上の従業員を抱える使用者のみに適用されます。
「ミニWARN」
と
呼ばれるWARN法に相当する州法は、異なる内容の、時にはより厳しい義務を
課す可能性があり、
さらに、WARN法の対象外とされる小規模な使用者にもより
広く適用される可能性があります。

雇用機会均等に関する法律

連邦、州および現地の差別禁止法は、差別的な採用、雇用および解雇から米国
従業員を保護します。複数の連邦法は、
プライベート・セクターにおける公平な
雇用機会に適用され、その一部は以下で説明されます。37しかし多くの州では、
異なる要件や救済を課すことや、連邦法よりも広範囲の従業員にこれらの
法令が適用されるということに留意しましょう。
1964年公民権法の第7編（以下、
「第7編」）により、該当する雇用主が、従業員の
人種、肌の色、性別、(これは、性自認および性的指向を含む。)宗教または出身国
を理由としていかなる雇用条件についても差別をすることは違法であると定め
られています。38本法は、15名以上の従業員を雇用する雇用主に適用され、米国
にオフィスや従業員を持つ外国企業も第7編の規定の対象となります。
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差別があったとして第７編に基づき雇用主を提訴する
前に、従業員、申立人または元従業員はまずEEOCに申し
立てを行う必要があります。EEOCによる調査においては、
一般的に雇用主に書面による多くの質問への回答や文
書の提出が求められ、場合によっては事実関係の確認の
ための会議または面談に応じることになります。EEOCが
相当な理由を見つけるか否かにかかわらず、調査が終了
すると、EEOCは従業員に代わり、訴訟を提起することがで
き、従業員も民事的訴訟原因を提起することができます。39
第7編に基づく訴訟に原告が勝訴した場合は、被告より
復職措置、未払い賃金の支払い（バックペイ）、将来的な
金銭的損失の賠償（フロントペイ）、精神的苦痛、不都合、
生きる喜びの喪失を含むその他の非金銭的損失の賠償、
懲罰的損害賠償および弁護士費用の支払いを受けられる
場合もあります。
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敵対的または攻撃的な職場環境を生み出される際に生じ
ます。例えば、繰り返されるわいせつなコメント、つねる、
つかむ、性的に露骨な写真もしくはマンガなどを見せつけ
る行為、
または他の性的指向による行動などは、敵対的な
職場環境を生み出しうるとみなされる場合もあります。

使 用 者 は 、違 法 な ハラスメントを 認 識してい た 場 合 、
または、その事実を勘案していたにも関わらず、被害者が
適切な管理者に苦情を告発するための合理的な環境を
整えていなかった場合、その責任を問われる可能性があり
ます。米国の使用者は、多くの場合、セクシャル・ハラスメン
トに対する厳しい方針を設定し、セクシャル・ハラスメント
に関する告発を迅速かつ効率的に解決するために、確立
した手続きを実施しています。

多くの州および自治体（特に、ニューヨーク市などの大規模
な都市）では、一般的な雇用差別防止法を可決しました。
2020年夏、
この問題に市民の注目が高まったことを受け、米 多くの場合、州および自治体の差別防止法は、連邦法より
国の多くの使用者は、職場の多様性を高める措置を取りま も厳しく広範に及び、追加の特性に基づく差別を禁止する
した。多様性を高めることを意図した一部の措置は一般に 場合があります。40連邦主義の原則に従い、連邦法は保護
適法でありますが（例えば、多様性を受けいれる立場を広 の最低基準を示し、州は、連邦法に基づき定められる保護
く広告するなど）、その他の措置においては、たとえその判 基準を下げることはできません。  
断が多数派グループよりも少数派グループを有利に扱う
c) セクシャル・ハラスメントと#MeToo
ものだったとしても、米国差別禁止法に違反する可能性が
あります（例えば、採用または昇進の割当の設定、
または人 2017年以降、職場における性的な不正行為の問題に対し
種、性別もしくはその他の保護された特性を雇用判断の基 て、被害者の声とメディアを通じて発信された#MeTooの
ムーブメントにより、市民の注目を高めました。#MeTooに
準として使用することなど）。
対応して、複数の州が、セクシャル・ハラスメント・トレーニ
1. 第7編のセクシュアル・ハラスメントに関する規定
ング、ハラスメントの事案における義務的仲裁および秘密
第7編ではセクシュアル・ハラスメントを性差別の一種と 保持契約、ならびに関連する問題に対処する法令を可決
定めています。EEOCの広義によれば、セクシュアル・ハラ しました。41一部の使用者は、ハラスメント防止方針、従業
スメントとは、
「歓迎されない性的な言い寄り、性的サービ 員トレーニングの技術向上、苦情手続き、および職場文化
スの要求、およびその他の性的な言葉や行為」を意味しま 全体の再調査を実施するなどして性的な不正問題への
す。提訴可能なセクシュアル・ハラスメントとして以下のよ 対応を試みました。雇用方針、組織構造、およびレポー
うな行為が挙げられます。
ティングラインに対する評価は、法人リスク評価の中核と
なりました。取引の観点では、一部の買収者において、
a) 代償型(Quid pro quo)
売主候補者にいわゆる「#MeToo」または「Weinstein」
「Quid Pro Quo」
とはラテン語で、
「これ、に対して、あれ」
表明を要求することもあります。42
または「これの代償としてあれ」
という意味を持ちます。

2. 是正措置

雇用関係において、例えば、性的な誘いに応じることを
雇用の条件としている場合、または従業員がその条件に 連邦および州の請負業者および下請業者は、連邦契約
従わ な いことによって雇 用 上 の 不 利 益を受 けた 場 合、 遵守プログラム事務局(OFCCP)が課す要件に従い是正
措置計画を作成するよう要求される可能性があり、
これは
これは代償型セクシャル・ハラスメントと考えられます。
主に、人種、性別および障害の状況などの性質に基づく
b) 敵対的環境型
潜在的な格差が存在するかを判断するための職場の定
このタイプのセクシャル・ハラスメントは、不当で一方的な
期的な評価を要求するものです。特例として、是正措置は
性的要求が繰り返されることによって、従業員に対して
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過去の差別に関する司法上の救済として、または一定の
要件が充足される場合に任意に課されることがあります。
2020年後半、
トランプ大統領は、連邦政府の請負業者
および下請業者が特定の多様性トレーニングを労働者に
提供することを禁止する大統領命令を発行しました。
しかし、
この命令は近時連邦裁判所によりされ、次の行政
において2021年初旬に命令を取り下げる可能性が高い
とされています。

3. 雇用者年齢差別禁止法（ADEA）

雇用者年齢差別禁止法（以下「ADEA」）は、20名以上の
従業員を雇用する雇用主が、40歳以上の従業員、求職応募
者に対して、年齢を理由に差別することを禁じる連邦法で
す。ADEAは、雇用条件を対象としていますが、特定の条件
については対象から除外されています。43従業員はADEA
に規定されている特定の権利を放棄することはできます
が、放棄は承知の上で、かつ任意で行われなくてはならず、
雇用主もかかる権利放棄が有効であることを確認する
ために法的アドバイスを受けることが重要となります。
その他の権利、例えば、解雇契約の締結から7日以内であ
ればかかる契約を無効にできる権利などは、放棄すること
ができません。

4. 妊娠差別禁止法（PDA）

連邦法である妊娠差別禁止法( 以下「PDA」)は、妊娠、出産
またはこれらに関連する疾患の影響下にある女性が、雇用
関連の事項においては、妊娠していない障害を持つ従業員
と同じ扱いを受けることを規定しています。実質的に同法
に規定されているのは、妊娠している女性の医療給付、休暇
および休暇後の復職については、他の従業員と同等に扱わ
なくてはならないということです。44

5. 同一賃金法（EPA）

EPAは、類似した業務条件のもと、同じ施設内にて等しい
業務にあたる従業員に対して、性別に基づく賃金の差別
を禁止した連邦法です。
「等しい業務」
とは、実質的に同等
業務を示しますが、必ずしも同一である必要はありませ
ん。EPAでは、成果の量もしくは質に応じて従業員に報酬を
与える正当なシステム、成果主義システムおよびインセン
ティブ・システム、
または性別を理由としない差異が生ずる
場合、同等の業務について異なる賃金が支払われることを
可能としています。

6. 障害を持つアメリカ人法（以下「ADA」）
ADAは、15人以上の従業員を有する使用者に適用される
連邦法で、障害を持つ適格個人を保護します。
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障害は(i)身体的または精神的な障害で、主な生活活動の
1つ以上を本質的に制限するもの、(ii)そのような障害の経
歴、(iii)そのような障害とみなされるもの、
と定義されてい
45
「適格な個人」
とは、
「その者が
ます。 ADA において
従事している、あるいは従事することを希望する仕事の
本来的な職務を合理的配慮があってもなくても遂行するこ
とができる者」
と定義されています。仕事の「本来的な
職務」
とは、
「その職務を遂行することにより望まれる結果
を出すこと」を意味します。
個人が、障害を有する適格な個人である場合、その障害
に対する差別から保護されるだけでなく、使用者は、当該
施設が雇用者に不当な困難を生じさせる場合を除き、
当該個人の地位の本来的な職務を履行するために合理的
な施設を提供する必要があります。

賃金、安全、労働および休暇に関する法律

米国の雇用に関する法律には、
このほかに、従業員の賃金や
労働時間について定めた公正労働基準法（以下「FLSA」
）
、職場
の安全について定めた労働安全衛生法、州労働者の報酬
や労使関係について定めた全国労働関係法（以下「NLRA」）
および鉄道労働法、そして病気休暇について定めた家族
および医療休暇法（以下「FMLA」）があります。46

1. 賃金および労働時間に関する法律

公正労働基準法（以下「FLSA」）は適用範囲が広く、
その目的は次のとおりです：
• 対象となる従業員の賃金、労働時間を規制する
• 18歳未満の従業員について、その職種、労働時間を
制限する
• 時給7.25米ドルの、連邦最低賃金レートの設定
• 20歳未満の労働者に対する、最初の連続する90日間
の、時給4.25米ドルの連邦最低賃金レートの設定
• 週40時間を超えて働く従業員については、少なくとも
通常の時給の1.5倍の割増賃金を超過勤務手当として
支払わなくてはならないことを規定する
• 子どもの就労を禁ずる
• 雇用主が性別を理由に賃金差別を行うことを禁止する
• 妊産婦のための休憩要件の設定、および
• 対象使用者が、従業員の業務時間に関する記録および
報告を作成し保持することの要求47
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一部の従業員は、FLSAの時間外労働要件の「例外」
となり
ます。従業員が例外に分類されるかは、単なる役職または
職務記述書ではなく、従業員の実際の仕事の内容を含む、
多くの要因によります。最も広く適用される例外は、経営陣、
専門家、外部セールス、およびハイ・レベルの管理および
情報技術の従業員（技術的な「職務テスト」に合格した者）
です。従業員は、例外適用を受けるために、一定の給与額
以上の支払いを受けなければなりません。
従業員は雇用主に対して、最低賃金、超過勤務手当または
損害賠償の不払いに関する請求を連邦裁判所または地方
裁判所のいずれにおいても行うことができます。または労働
長官が、従業員に代わって、執行を求めて雇用主を提訴する
場合もあります。
多くの州や自治体では、本法に規定される最低賃金を上回
る額の最低賃金を設定しており、連邦法では免除されてい
る雇用主も対象となる場合があります。多くの法域は、最低
賃金を増額する法律を施行し、いくつかの法域は、時給15
米ドルの最低賃金を設定しています。
州法は、時間外労働手当を規制し、18歳未満の従業員の
業務および時間制限に関し追加の制限を課すことができ
ます。
州および連邦の時間外労働法令の非遵守に関し、
クラス・
アクション訴訟が一般的であり、使用者にとって費用負担
が大きくなる可能性があります。

2. 職場の安全衛生に関する法律

職業安全衛生法（本法律）は、労働長官に、雇用者に関する
個別の健康および安全基準を制定する権限を付与します。
公布規則に加え、OSHAは、立会検査および発見された
違反に関する召喚状の発行を通じ、本法律の遵守を執行
します。
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政府（OSHAおよび米国疾病管理予防センター（CDC））は
指針のみを発行し、州および地方は、拘束力ある要件を
含む法律または規則を制定しました。指針および要件は、
フェイスカバー、社会的距離、最低稼働要件、隔離手続、
職場における感染の報告、体温チェックおよびスクリーニ
ング、ならびに連絡先の追跡等のトピックを対象とします。
遵守しない使用者は執行措置を受ける可能性があり、非遵守
の事実はまた、民間の原告による訴訟の事実上の根拠と
なる可能性があります。
重要な点として、COVID-19安全性要件の遵守の取組みに
おいて、使用者は、差別防止およびプライバシー要件の
遵守を継続しなければなりません（一般に、従業員に医療
関連の質問を尋ね、従業員の医療情報を他者と共有する
雇用者の能力を制限する、米国障害者法等）。

3. 労災補償に関する法律

労災補償に関する法は、各州法により定められており、
雇用の過程およびその範囲内で怪我をした従業員に対し
て、治療を受け、失った賃金に対する補償を無過失で受け
られるスピーディかつ効率的なシステムを提供していま
す。負傷した従業員に向けた州が管理する給付金の提供と
引き換えに、使用者は、法定の排他的条項に基づく、追加
の訴訟から免責されます。
これは、裁判所によって裁定さ
れる可能性のある大規模な判決に照らし、使用者にとって
重要な利益となり得ます。一部の州では、労働補償は、従業員
がCOVID-19関連の疾病および死亡から回復できる唯一の
方法となります。

のできる一時的な家族休暇・医療休暇が規定されていま
す：(i)子の出産、養子縁組、または子が養護施設に入った
場合、(ii)「 重症の、あるいは兵役に召集された配偶者 50、
子、または親の看病、もしくは(iii)従業員自身の健康状態
が深刻な状態である場合。

4. 全国労働関係法（NLRA）

5. 家族および医療休暇法（FMLA）

FMLA休暇を不適切に拒絶された従業員は、法の違反により
拒絶された、または喪失された賃金、給与、雇用給付、または
その他の対価等、損害賠償請求権を有します。その他の方法
による救済も適用可能となります。FMLAは、使用者の傷病
休暇および個人的休暇に関する方針を置き換えません。
これに代えて、FMLAは、一般的ではなく時間のかかる事象
のために従業員が職場と個人的生活に相反する要求のバ
ランスを取ることを支援します。

連邦法である家族および医療休暇法 48（以下「FMLA」）で
は、次の場合、
「資格を有する従業員 49」が取得すること
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仲裁

従業員は、一般的に、連邦または州の裁判所において採用、
雇用または解雇に関する紛争を提起することができます
が、使用者および従業員の間の契約における仲裁条項は、
典型的には米国法において執行可能です。かかる仲裁条項
は、
クラス・アクションの放棄と組み合わされた場合、従業
FMLAに基づく適格従業員は、12ヵ月の期間において合計
員がクラス・アクション訴訟を提起しまたは参加することを
で最大12週間の無給休暇の権利を有します。加えて、深刻
妨げる可能性があります。52近時の米国最高裁判所判決は、
な疾患を有する、
または兵役により負傷した配偶者、子、
そのような免除規定を適用する使用者の能力を強化しま
または親の看病を行うために、さらに最高26週間の休暇
した。53近時、一部の雇用者は、雇用契約に義務的仲裁条項
を取得することが可能です。
を含めたことについて市民の批判を受けました。
しかし、
FMLAは、休暇期間中従業員の医療給付が継続されることを
かかる批判は広まっておらず、法的条項は今でも、仲裁条項
要求します。
しかし、FMLAは、休暇が有給であることを要求
の権利行使可能性を有利に扱います。
しません。その代り、有給休暇および障害給付に関する使
用者の方針が適用されます。従業員は、職場に戻った際、
休暇が取得される前に従業員が受けていたものと同等の
支払および給付、同じまたは同等の地位に回復されなけれ
ばなりません。51FMLAは、50人未満の従業員を有する使用
者に適用されませんが、州および地方の法律はより小規模
の雇用者に適用される可能性があり、
または一部の法域
における有給病気休暇および育児休暇を含む、更なる休暇
給付を定める可能性があります。
従業員は、FMLAに基づき、休暇を特に要請することは要求
されません。法令は、一定の種類の要請がFMLA休暇として
の適格を有する可能性があることを従業員に通知する義務を
使用者に課します。
また、使用者は、
自らのFMLAの遵守を
証明する記録を作成し、維持し、保全することを要求されま
す。

NLRAは、多くの使用者、従業員および労働組合の関係に
おいて適用される主要な連邦法です。NLRAは、使用者に
よる不当な労働行為を禁じ（例えば、従業員の団結権の
妨害など）、組合が存在しない職場においても、保護され
本法律は、商業に影響する業務に従事する使用者、認識さ た協調行動（例えば、業務関連の苦情を提起するための
れた安全性の危険および疾病（COVID-19を含む。）の制約 協働など）に関与する従業員を保護します。従業員代表者
を受けない職場を提供する
「一般的義務」を課します。連邦 は、NLRAの特別のルールに基づいてのみ認定されます。
および州の政府、ならびに10以下の従業員を有する使用者 労働協議会などのバーゲニングコミッティーは、米国では
は、一定の要件から免除されます。本法律はまた、使用者に 用いられていません。全国労働関係委員会は、NLRAの管理
従業員が職場で負傷し、感染し、または死亡した場合を含む、 および執行に責任を負う連邦機関です。
詳細な記録保持および報告要件を課します。
米国の使用者は、COVID-19および職場に関する様々な
ルールおよび指針に直面します。一般的事項として、連邦
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従業員に自らの権利の保護を与えないこと、
または要請に
関する正確な記録を維持しないことは、法の違反を構成し、
雇用者に民事罰が科される可能性があります。
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V. 移民法
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移民法
「使 用 者 は、米 国 入 管 法
の 非 遵 守 により責 任 に
直 面し 、外 国 労 働 者 が
対価を得てまたは対価な
しに事業活動を行うため
に米国に出張し、または
留まるための条件を認識
すべきである。」

米国への移住に関する事項は、国土安全保障省の管轄となります。外国人
労働者の雇用を考える雇用主は、
どのような種類の労働ビザがあるのか、認識
54
しておく必要があります。 ベンチャー企業ならびにその他の事業の場合、
一般的なビザとして(i)非移民ビザと(ii)雇用ベース移民ビザがあります。非移民
ビザは、米国外に永住しながらも、仕事、勉強、ビジネスまたはその他の理由の
ために一時的にアメリカに渡航することを希望する労働者を対象としています。
雇用ベース移民ビザは、米国への永住を希望する限定された数の有資格者を
対象としています。なお、以下のリストは、すべてのビザの種類を網羅するもの
ではありません。雇用主は、ベストなソリューションを見つけるために、移民問題
専門の弁護士に確認する必要があります。

非移民ビザのカテゴリー
1. B-1訪問者ビザ

B-1訪問者ビザは、非移民ビザであり、商用または観光に関連した合法的な活動
のために6ヶ月未満米国に一時滞在することを希望する人のためのビザです。
ただし原則として、
B-1ビザは、
米国での雇用を許可する就労ビザではありません。
B-1
ビザの保有者ができるビジネス関係の活動としては、見本市や会議への参加、
クライアントやサプライヤーの訪問あるいは契約交渉、ビジネスパートナーとの
協議や取締役会への出席、
または財産の清算などになります。特定の国の国籍
を有している場合、前述の活動を行うための滞在期間が90日以内であれば、ESTA
申請を行い認証されれば、ビザ免除プログラムによりビザなしで米国に入国す
ることができます。55
COVID-19パンデミックの初期段階における一連の大統領告示に従い、
トランプ
大統領は、訪問者が米国への入国希望日の14日以内にリストに列挙された国の
いずれかに滞在していた場合、B-1ビザ/ESTA登録（およびその他の種類のビザ
のほとんど）による米国への入国を一時的に停止しました。
リストには、中国、
ブラジル、英国、EU加盟国を含みます（いわゆるシェンゲン地域を含む）。事実上、
これらの列挙された国から米国への直接の入国は一次的に停止されました。
列挙された国からの入国を求める者は、(a)米国領事館から承認された「国家的
利益」例外(NIE)を取得し、
または(b)米国への入国を求める前に、
リストにない
第三国（メキシコ等）
で14日間過ごさなければなりません。領事館は、食料および
ライフサイエンスの業界、ならびに、米国経済に対する重要性/影響を示すため
の関連性が証明される範囲で、その他の種類の業務において活動するために
米国を訪問する者に関するNIE要請を承認しました。米国市民および米国の永
住者、ならびに米国市民および米国居住者の配偶者（配偶者が市民または永住
者でない場合も含む。）は、
これらの入国制限を免除されます。
関連する告示にはその他の限定された例外免除が存在するため、米国への入国
を求める非米国個人は、NIEに基づき、
または第三国で14日間過ごす努力をする
前に、自己が例外に当てはまる可能性があるかを評価するため、入国管理関連の
弁護士と協議する必要があります。
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H-1Bビザの対象となる職は、次のいずれかの条件を満たして
L-1ビザは、同じ使用者の事業所または同じ使用者の親会社、 いる必要があります：(i)通常その職に就くためには、最低で
支店、子会社もしくは関連会社との雇用を継続するための、 も専門分野において学士以上の学位を取得していることが
経営、業務執行、
または専門的な知識能力を有する外国人 必要(ii)その職の場合、学位が要件であることが業界内では
一般的である、あるいは、その職があまりにも複雑または特殊
労働者による米国への一時的移転のためのビザです。L-1
ビザには2種類あります。(i)L-1A：経営管理者または管理職 であるため学位保持者にしか行うことができない(iii)雇用主
は、その職については通常特定の分野における学位保持者
のための企業内転勤ビザ、
と(ii)L-1B：専門的知識を要する
を要する、
または(iv)職務の性質があまりにも専門的かつ
職のための企業内転勤ビザと、二つのカテゴリーがありま
す。L-1Aビザは、米国の雇用主に、経営管理者または管理職 複雑であるため、職務遂行のための知識は通常、学士以上
の学位保持者を要する。上記に加えて、外国人従業員は次の
の従業員を海外にある系列オフィスから転勤させることを
可能とし、外国籍企業の場合は、経営管理者または管理職の いずれかを満たす必要があります：(i)かかる特殊技能職が
従業員を、オフィス設立のために米国に送ることを可能とし 必要としている分野において米国の学士以上の学位を保持
ます。L-1ビザ保有者に対する最初の認可期間は最大3年で している(ii)かかる特殊技能分野において米国の4年制大学
すが（ただし、新規オフィス設立のためのL-1ビザの場合の の学士以上と同等の海外の学士号を保持している(iii)（かかる
最初の認可期間は1年）、L-1Aの場合は通算7年まで、L-1B 職に免許や証明書等が必要な場合は）申請者が完全に業務を
遂行し予定されている雇用に従事することを可能とする州
は通算5年まで、最長2年ずつの延長申請を行うことがで
発行の無制限の免許、登録または証明書を保持している、
きます。
または(iv)学位取得と同程度である教育、
トレーニングや高度
認可されるためには、米国雇用主は、(i)外国籍企業と適格な
な経験があり、その専門分野に直接関連する責任ある累進的
関係を有し、56(ii)現在か将来、直接的にあるいは適格な組織
なポジションによりかかる専門分野で認められている。
を通して、ビザ保有者の滞在期間中、米国ならびに少なくとも
もう一カ国において雇用主としてビジネスをしている必要が 4. H1-Bプログラムにおける現在の進捗
あります。かかるビジネスは、存続可能なビジネスでなけれ 米国国土安全保障省(DHS)は、2020年3月1日以降、使用者
ばいけませんが、国際貿易に関するものである必要はあり がH-1B申立を提出する必要が生じる前に（通常の上限の
ません。加えて、従業員は、(i)ビザを申請する直前の3年以内 対象であるもの、および上級学位の上限の適格を有するも
ランダムに抽出される「くじ」の選択が可能とな
に最低でも連続した1年以上米国外の適格組織で勤務をして のの双方）、
おり、(ii)同じ雇用主またはその適格米国組織のために、管理 るよう、申立人が指定された登録期間内（3月1日から3月20
職、経営管理者または専門職として勤務するために米国での 日）にまず電子的に米国市民移民局(USCIS)に登録し、基本
情報を提供するよう要求しています。USCISは、適時に受領
滞在を希望している必要があります。
された登録の中から、必要に応じて割当に基づき適用が
3. H-1B特殊技能職ビザ
あるH-1B配分に合致すると予想される十分な数を選択し
H-1Bビザを取得できるのは、大卒以上あるいはそれと同等
ます。使用者は、その後、
くじを通じて選択された事案につ
のプロフェッショナルとしての経験を有する者であって、
「特殊
いてのみ、実体的な裁定のために正式なH-1B申立を提出
技能者」
として働くことを希望している人です。H-1Bビザの
する機会を有します。DHSはまた、まず全ての受益者に代わり
有効期間は一般的には3年ですが、滞在期間は通算して6年
提出された登録を選択することにより
（上級学位の例外の
まで延長することができます（なお、米国永住権（グリーン
適格を有するものを含む。）、USCISがH–1Bを算定するプロ
カード）取得希望者については、特定の条件が満たされれ
セスを変更することを提案します。USCISは、次に、残りの
ば特例が認められるケースが2つあります）。H-1Bビザの発行
登録から、上級学位例外に達するために必要に応じ予測
枠数には毎年度上限があり、申請期間の早いうちに上限に
された十分な数を選択します。USCISがこれら別個の割当
達してしまうため、正式に受け付ける申請書を選ぶための
を算定するための順番の変更は、米国の高等教育機関の
無作為の抽選が行われます（すなわち、雇用主が従業員の
マスター以上の学位を有する受益者がH–1B配分に基づく
ためにH-1Bビザを取得できる保証はありません）。L-1ビザ
さらなる処理のために選択される数を増加させる可能性
とは異なり、H-1Bビザには賃金の要件があり、米国雇用主
が高くなります。
は、同一職種についている他の従業員に支払っている
「実際
の賃金」の額と
「相場賃金」のうち、いずれか高いほうの賃金 2020年秋に導入された「専門的職業」を証明するための基準
および、政府(OES)の賃金調査を目的として実勢賃金情報を
を支給する必要があります。

2. L-1企業内転勤ビザ
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算定する労働省の手法に関連するH-1B規則の大幅な変更
は、連邦裁判所により停止され、
これらの変更は効力を生じて
おらず、
または本書の時点では覆されていません。
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2. 第2優先枠(EB-2)：高学歴のプロフェッショナル
および極めて有能な者

このカテゴリーでは、申請が多い国の国籍保有者について
は、法で国ごとの上限が定められており、審査に時間がか
5. カナダ・メキシコTNビザ
北米自由貿易協定(NAFTA)およびその承継協定である米国・ かる場合があります（現在、中国籍、インド国籍の申請者に
メキシコ・カナダ協定(USMCA)を通じ、適格専門家57である ついてはEB-2の審査が遅れている状態）。申請者は、次の
カナダおよびメキシコ市民は、3年58を上限とする期間、一時 いずれかに該当する必要があります。
渡航者として、米国または外国雇用者のための事前に取り この分類は、一般的に、米国使用者がまず採用（労働市場
決められた業務活動を行うため、米国への一時入国を求め
のテスト）を行い、その後使用者は広募された仕事に最低
メキシコ国籍保有者は、米国大使館また 限の適格を有する米国労働者が、外国人がスポンサーさ
ることができます。
は領事館で申請を行う必要があります。一方、カナダ国籍保有 れている地位に就くことを望まず、就くことができず、かつ
者でTNビザの申請資格を有する人はメキシコ国籍保有者 利用可能でないことの証明を米国労働省から求めます。
のように米国大使館や領事館で申請手続きを行う必要は
3.  優先第3枠(EB-3)：技能労働者、専門職ならびに
なく、指定された米・カナダ国境で直接申請を行うことができ
未熟練労働者
ます。
この分類は、EB-2と同様、米国使用者がまず採用（労働市場
雇用ベースの移民ビザ
のテスト）を行い、その後に最低限の適格を有する米国労
毎年、米国は約14万人に対して雇用ベースの移民ビザを発給 働者の利用不能性に関する証明を求めることを要求します。
しています。
このビザを取得した者は、1〜5の雇用ベース
申請者は次のいずれかに該当する必要があります：(i)技能
の優先枠に従い米国に到着した時点でグリーンカードを受け 労働者であって、その仕事は、テンポラリーまたは季節性の
取ることができます。本項では、第三位までの優先傾向を議論 ものではなく最低でも2年間のトレーニングまたは経験を
します、それらは、一般に、最高の発行率を有します。59
要するものである。(ii)専門職従事者であり、その仕事は最低
でも米国の大学の学士号または海外の同等の学位を必要と
1. 第一優先枠(EB-1)：優先労働者
a) 科学、芸術、教育、ビジネスまたはスポーツの分野 するまたは、(iii)未熟練労働者であって、テンポラリーまたは
季節性のものではない、2年以下のトレーニングまたは経験
において特に卓越した能力を持つ者
を必要とするポジションを埋められる者。
このカテゴリー
このカテゴリーで申請を行おうとする者は、当該分野では
では毎年の上限発給枠数が決まっており、EB-1やEB-2に比
トップ何人かの中に位置している者でなければならず、
べて優先度も低いため、
このカテゴリーでスポンサーされ
国内外で高く評価されていることを十分に裏付けることの
ている申請者については審査手続きがより遅れることにな
できる書面を提出する必要があります。
このカテゴリーの
ります。(現在、インド人に関するかかる遅延は9年を超え、
申請者については、卓越した能力を有する分野での仕事
中国人に関する遅延は3年を超える。)
を続けるために米国に滞在する限りは、具体的な仕事の
税務関連
オファーがある必要はありません。2019年、割当に関連す
る遅延がこの分類でも進行し、処理の遅延を招きました。 米国に長期居住する、あるいは永住権を取得した外国人
b) 多国籍企業の管理職または幹部であってビザを 労働者は、税法上の居住者であるとみなされます。これらの
申請する直前の3年のうち最低1年間は米国雇用主の 従業員およびその使用者は、これらの状況における米国社
海外系列会社、親会社、子会社または支社に雇用され 会保障、メディケア、連邦保険拠出法(FICA)の税金を含む、
米国における税金支払および遵守義務に関し、米国税務アド
ていた者
バイザーと協議すべきです。
このカテゴリーは、上記のL-1A非移民ビザに類似していま
すが、対象となるのは、幹部と管理職のみです（専門職は
含まれません）。申請者は米国外で管理職または幹部とし
て雇用されており、米国滞在中も管理職または幹部として
勤務する必要があります。
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VI. 知的財産に
関する法律
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知的財産に関する法律
米国は、知的財産を最も
厳しく保護する国の一つ
だと考えられています。60
著作権および特許につい
ては連邦法で定められて
おり、商標は連邦法、州法
ならびにコモン・ローで
規定されています。
トレー
ド・シークレットについて
は州法により規定されて
います。

著作権

著作権とは、著作物（テキスト、写真、音声、ビデオ、
グラフィック、ソースコード
およびオブジェクトコード形式のコンピュータープログラミング等）を、
とりわけ、
無断コピーから保護するものです。
• U特許による保護とは異なり、著作権はアイデア、概念または発明を保護する
ものではありません。著作権の保護の対象は、アイデア、概念または発明を
表現したもの」だけです。
• 著作権は「登録」によってではなく、
「固定(fixation)」によって生じる権利です。
とはいえ、登録することによるメリットもあります。登録をすることにより、法定
損害賠償と弁護士費用の払い戻しを受け取れる可能性があり、連邦裁判所に
おいて提訴する場合には、登録していることが要件となります。
• 作者が書面により譲渡しない限り、著作権保護が可能な作品の著作権は作者
に帰属します。
• 従業員の創造した作品については、従業員の職務の過程で創造した物に
限り、雇用主がその作品の作者であるとみなされます。
• 請負人(contractor)については、別段書面による合意がない限り、請負人が
創造した作品の作者と所有者は請負人となります。当事者間で書面による
契約が締結されており、かかる契約書に請負人の仕事は職務著作物に該当
すると細かく規定してあったとしても、その仕事が、9つの比較的狭い法定
カテゴリーに該当しない限りは、請負人による作品の著作権は請負人に帰属
することになります。そのため、かかる全ての合意も、キャッチ・オール条件の
現在の譲渡条項を含むべきです。
• 個人の新規の作品に対する著作権保護の期間は、作者の死後70年までです。
企業が創作した作品の場合は、最初の出版日から95年または創作より120年
のうち、いずれか短い方になります。古い作品の保護期間については、作品に
よって異なります。
• 著作物が登録されているか否かにかかわらず、著作権表示をした方が賢明
です。かかる通知の例は、©[公表日]。[著作権所有者の氏名]。無断複写・転載
禁止。を含みます。
• フェアユースは、著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つで、他者の著作
物を場合によっては許諾なく利用できるというものです。公正使用に該当する
か否かの判断基準は4つあり、
これには利用の理由、方法、
コピーされた著作物
の種類、
コピーされた部分、
そして該当する場合はコピーの対象となった著作
物の価値に与える影響等が検討されます。公正使用の分析は、特に事実関係を
重視したものとなります。公正使用は、高度に具体的事実による分析です。
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特許

特許は、新規性のある、有用な、
自明ではないデザイン、
プロセス、手順またはビジネスメソッドを保護するものです。
• 米国特許商標局（以下「USPTO」）では、実用特許（有用
なプロセス、機械、製造または組成物）、意匠特許（機能品
の装飾的な意匠）および植物特許（無性的に繁殖する特定
の植物が対象）の発行を行っています。
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てはなりません。
クレームでは、単に先行技術を反映する、
あるいは先行技術に対する自明な修正ではないような
発明を定義しなくてはなりません。
• 特許出願の残りの部分はクレームの裏付けとなります。
特許明細書では、当業者に対して、かかる発明の作り方、
使用方法、そしてベストな実施方法を教示しなくてはな
りません。明細書は、発明者が発明の全体を占有してい
たことを示すのに十分な程度に、発明を記載しなければ
なりません。

• 公共事業および植物特許は、他者が米国において発明
を行い、使用、売却の申し込み、売却、
または輸入すること
を防ぐため、
（申請の有効な届出日から）20年の独占権 • 自然法則、自然現象または抽象的概念は特許の対象に
はなりません。
を付与します。設計特許は、
（付与日から）15年、または
2015年5月13日前に届け出られたものについては14年 • 一般的に、米国特許の申請は、会社が発明を所有してい
の独占権を付与します。
る場合でも発明者の名義で提出されます。通常の場合、
発明家の雇用上の義務に従い、発明家には発明の所有
• 特許出願手続きにより、特許が発行または公開された
権を会社に譲渡する契約上の義務があります。
段階で、発明は公表されたことになります。すなわち、
独占権を与える代わりに公表するという考え方です。
こう • 適切な形で特許の表示を行うこと：発明の主題が含ま
することにより、かかる発明物の使用方法、作り方につい
れる、あるいは説明している製品および／または資料に
て、発明家がベストだと考えるアイデアを市民に完全に
おいては、
「特許番号[#,###,###]」または「特許出願中」
開示するわけです。
と明記すること。かかるマークは、特許が他者に対して
執行された場合、損害賠償請求を得る際に役立ちます。
• 独占的権利：発明について特許を有することは、その者
が自己の発明を作成し、使用し、
または売却できることを • 特許ポートフォリオのメリットとしては、製品の最も優れ
必ずしも意味するものではなく、第三者がこれを行うこと
た特徴もしくは最も効率的なプロセスからの競合他社
を防止できるということのみを意味します。他者の特許に
の排除、ロイヤルティによる収益ならびに他社の特許を
依拠する発明の場合商業化のためにはライセンスが必要
利用するための交渉材料として使える、などが挙げら
となることにも注意しましょう。
れます。
• 米国特許を取得するためには、USPTOに対して特許出願 • 特許権者は、米国地方裁判所または米国国際貿易委員
または仮出願を、
自らの発明を公に使用、記述または商
会を通じ、その特許権の執行を追及し、他者が特許を
業化した日から一年後までに行う必要があります。その
侵害する商品を作成、使用、売却、
または輸入することを
ため、最初の記事、
プレゼンテーション、
ウエブサイト投稿、
防止することができます。地方裁判所は、金銭的損害賠
秘密保持契約(NDA)により保護されていない開示、売却
償または侵害者による商業化の差止を裁定することが
の申込、および/または売却からの1年条項の追跡を維持
できます。ITCは、金銭的損害賠償を裁定することはでき
することが重要です。
ませんが、侵害する商品が米国に持ち込まれることを排
除することができます。
• 特許の手続きには、3年、
またはそれ以上かかる場合も

あり、8ドルから25000ドル、あるいはそれ以上の費用を
• 米国における特許訴訟は非常にコストがかかり、
トライ
要します。特許が付与されてからは、特許が早期に消滅
アルも一般的には長い時間を要します。米国知的財産法
しないよう、特許維持年金を毎年支払う必要があります。
協会による研究によれば、特許訴訟の平均費用は、請求
時間、労力ならびにリソースを投資することにより、おそ
される損害に応じ、1,500,00米ドルから4,000,000米ドル
らく最も強力な知的財産に対する保護を確保することが
と予測しています。61当事者は、審理を迎えるまでに平均
できるのです。
2年半待機しています。62

• 特許のクレームにより発明は定義され、その結果、特許
による保護の範囲も定義づけられます。
クレームの文言
は、当業者がある製品／プロセスがその特許を侵害するか
否か判断できるよう、十分に明確で限定的なものでなく
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商標

トレード・シークレット
（企業秘密）

商標およびサービスマーク
（以下、
まとめて
「マーク」
）は、物品・ トレード・シークレットとは、企業に競争優位性をもたらす
役務ならびにかかる物品・役務の出所を関連づける用語、記号、 他者は知らないあらゆる情報であって、企業がその秘密を
音声、
匂いおよびその他の原産地表示を意味します。
保持するために合理的な措置を講じている情報を意味し
ます。連邦法のみにより保護される特許および著作権と異
• 他の国とは異なり、米国の商標権は、登録主義によるもの
なり、企業秘密は連邦および州の法律により保護されるため、
ではなく、あるマークを使用して販売されている物品／
保護のレベルは州ごとに異なる可能性があります。
サービスに関連した取引においてかかるマークを使用
企業秘密は、企業秘密の不正使用から保護されますが、他者
することにより確保される権利です。ただし、マークを
USPTOに連邦レベルで登録をすることにより、かかるマーク が同じ企業秘密を独自に開発し、
または適法に解析した場合、
について追加の権利ならびに救済が与えられます。
排他的独占権を所有者に必ずしも付与するものではありま
せん。
• 商標権とは、特定の製品またはサービスについてその
マークを使用する独占的権利を所有者に付与すること
企業秘密は、(1)ある情報が、(2)一般に知られず、一般人が
により、消費者が当該製品またはサービスの出所について、 適切な方法により容易に解明可能ではないことから現実の
混乱することがないようにします。
または潜在的独立したな経済的価値を生み出すこと、(3)情報
の秘密を維持するための合理的措置の対象であったものを
• マークの登録は、USPTOあるいは様々な州で行うことが
指します。上記の要素が充足される限り、企業秘密の保護に
できます。マークにおける権利は地理的に限定されますが、
課される対象事項の制約はありません。技術的および非技術
連邦レベルでの登録を行うことにより、マークの所有者の
的情報が保護されます。企業秘密は、特許性基準を充足する
権利の地理的範囲を拡大することができます。
可能性がありますが、会社は秘密性を維持することを選択
• 正しい商標表示を行うこと:
する情報である場合があります。
また、企業秘密は、特許性
— 連邦レベルの登録が発行されるまでは、™の記号（も 基準を充足するために十分に発明的ではない秘密情報で
ある可能性もあります（例えば、価格および顧客情報）
。
しくはサービスマークの場合はSMの記号）
をマーク
の右側に表示すること。
この表記は義務ではありませ 適切な保護を確保するため、会社は以下を行うべきです。
んが、表記することにより侵害する恐れがある者に対
• 会社が、企業秘密の適格を有する重要情報を保有してい
して、かかる言葉が商標として使用されていることを
るかを特定する。
通知することができます。
— 連邦レベルで登録した商標またはサービスマークを、 • それを保護するために必要な措置を判断する。
登録の対象である物品またはサービスに関連した取引 • 秘密保持契約および／またはその他の契約上の義務の
において使用する時は®の記号を使用すること。
設定、ならびにかかる情報の受領者が当該情報の機密
性を保持することを定めた従業員ポリシーを規定しま
• マークは、記述的または一般名称的な意味で決して使用
してはいけません。記述的あるいは一般名称的な使用を
す。秘密情報の開示を受けたすべての人（従業員、独立
繰り返していると、マークが製品名（一般的）
と置き換え
請負人、投資家候補やその他の者等）については、(a)受
られるとみなされ、商標権の喪失、あるいはマークを独
け取る情報は会社が所有する秘密情報であることを認
占的に使用する権利の喪失につながるおそれがあります。
識させ、(b)情報を開示したり、開示を受けた目的以外の
目的のためにこれを使用しないことを約束させる。
— マークを名詞として決して使用してはいけません。
むしろ、独自で、
あるいは形容詞として使用するように • 秘密情報へのアクセスを制限および／またはコント
しましょう。
ロールすること。会社のコンピューターシステムまたは
— マークが名詞として使用されている
「他者のコメント」
等は使用を避けること。

— 避けるべき例：E-CENTIVESはオンラインの賞で…

特定のサブシステムについてはファイアーウォールおよび／
またはパスワード保護の導入、会社の施設または特定の
ユニットや部門へのアクセスのコントロール、機密文書
に通し番号を付すことによりかかる文書の受領者、各文書
の所在地を記録することを検討する。

— 正しい使用方法：E-CENTIVES®オンライン賞を提供し
ているのはe-centivesだけで…
• 「秘密情報」
、
「取扱注意」
等の表示を該当文書に付すこと。
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• トレード・シークレットの保護に関するポリシーを従業員
が守るよう教育を施すこと。

• 新たに雇用した従業員ならびに会社を辞める従業員の
ためのポリシーを実施すること。新規雇用の従業員につ
いては、他社のトレード・シークレットを会社に持ち込ま
ないこと、そして会社を辞める従業員に対しては、在職中
の秘密保持義務が継続することを確認し、会社のトレード・
シークレットを持ち出させないための監視体制を含めた
措置を講じること。
• 従業員または第三者にとって秘密情報が不要となった
時点で、かかる情報の破棄および／または返却のための
ポリシーを導入すること。
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VII. 輸出管理および
経済制裁法
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輸出管理および経済制裁法
米国の貿易規制に関する
規 則 に は 、次 の も の が
含まれます：(A)産業保障
安全局（以下「BIS」）が輸出
管理規則（以下「EAR」）に
基 づ き 実 施 する 輸 出 規
制、(B)国務省国防貿易管
理局（以下「DDTC」）が、武
器国際取引に関する規則
(以下「ITAR」)に基づき実
施する輸出規制、ならび
に(C)財務省外国資産管
理室（以下「OFAC」）が外
国資産管理法に基づき実
施する経済制裁。前述の
法 律 は 重 複 する部 分 が
多く、米国市場に参入する
ことを決める前に慎重に
検討する必要があります。

輸出管理規則(EAR)
1. EARの適用範囲

輸出管理規則(EAR)では、商用の「デュアルユース(dual use)品目」ならびに特定
の防衛関連のハードウェア、
ソフトウェア、
テクノロジー（製品の開発、生産や使用
に必要な情報であって、輸出規制リスト(CCL)の”テクノロジー“のサブカテゴリー
に記載されているもので「技術データ」や「技術支援」等も含まれる）の輸出、再輸
出（すなわち、米国外の仕向地から第三国への輸出）および移転を規制していま
す。デュアルユース品目とは、軍事用・非軍事用の両方として利用可能な品目を
意味します。
EARの規制対象は：
• （どこにあるかにかわらず）すべての米国原産品目
• 米国にあるすべての非米国原産品目
• 米国外で製造された特定の品目で、
これに含まれている米国原産の規制品目63
が“デミニミスレベル（最低限レベル）”を超えているもの
•

米国外で製造された特定の品目で、米国原産のテクノロジーまたはソフトウェア64
から派生した品目、あるいは米国原産のテクノロジーまたはソフトウェアの
直接製品

EAR（ならびにITAR）は、非米国人への技術移転も、その場所にかかわらず、規制
しています。たとえば、米国法人が、かかる法人あるいはその関係会社の一社に
所属する中国籍従業員に規制対象のテクノロジーを移転した場合、当該中国籍
従業員が米国内に所在しているにもかかわらず、
この移転は中国への輸出である
とみなされます。
EARのすべての規制品目が、輸出または再輸出のための許可（ライセンス）を必要
としているわけではありません。許可の要否は、(i)品目の分類、(ii)仕向地、(iii)エン
ドユーザーならびに(iv)エンドユースを含む様々な要因によって決まります。

2. 許可要件―分類と仕向地の規制

EARには、輸出規制リスト
（以下「CCL」）
と呼ばれる、規制対象品目のリストがあ
65
これがさらに
ります。 本リストでは、品目は10のカテゴリーに分類されており、
グループに細分化されています。各グループについては、規制対象となる商品、
ソフトウェアおよびテクノロジーの技術的機能または特徴が詳細に記載されて
います。記載されている機能または特徴とマッチする品目には、対応する分類
コード（以下「ECCN番号」）が割り当てられています。品目のECCN番号ならびに
規制理由によっては、特定の国への輸出・再輸出を行うためには許可が必要と
なる場合があります。品目がEARの規制対象でありながら、ECCN番号が付され
ていない場合、かかる品目は包括品目として分類され(basket category)
「EAR99」
品目に指定されます。原則として、EAR99品目については、輸出許可は必要あり
ませんが、仕向地が特定の制裁対象国である、あるいは相手が規制対象である
場合はこの限りではありません。
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商務省は、2021年を通して
「新しい基礎的な技術」に関する 利用し、多くの主要企業および関連機関（特に中国）を、
新たな輸出管理規制を制定することが予想されます。現時点 エンティティ・リストとSDNリストに追加しました。
では、
これらの新しい管理規則の正確な内容や適用範囲に
各政府機関のポリシーは異なりますが、OFACの場合、制限
ついてはまだ明らかになっていませんが、バイオテクノロ
対象者による支配が直接間接を問わず50%以上（個別に
ジー、人工知能、マイクロプロセッサー、積層造形、ロボット
または合計で）である法人については、たとえ関連の規制
工学などの分野に関連する品目や技術に影響を及ぼす可
対象リストに含まれていなくても、制限対象の法人として
能性が高いとされています。
これらの新たな規制は、
これま
取り扱います。
したがって企業は、契約相手がたとえ50%の
で低い基準の規制が設けられていた多くの国々への輸出
しきい値を超えていなくても制限対象となっている法人に
品目に関して影響を与える可能性があります。さらに、新しい
支配されていないことを確認する必要があります。上記の
規則の適用範囲は、CFIUSの関心対象となる取引の範囲にも
いくつかのリストに関する制限、そしてリスト掲載者への
重大な影響を及ぼす可能性が高いとされています。
役務提供に係る制限はより限定的なものになりますが、
3. 許可要件―禁輸国
原則としてこれらのリストに含まれている者に輸出または
品目と仕向地に関する規制に加えて、米国政府はさまざまな 再輸出をする際には許可が必要となります。そして大半の
場合、許可申請は却下されます。
国に対して禁輸措置を取っています。本書出版日において

は、EARでは原則として、キューバ、イラン、北朝鮮、
クリミア
（ウクライナ／ロシアの地方）およびシリアへの輸出・再輸出
が禁じられています（ただし非常に限定的な例外あり）。
これは、後述の米財務省外国資産管理局（以下「OFAC」）に
よる経済制裁に加えて、
そして並行して実施されている規制で
す。

規制対象用途に関する取引である場合も、許可が必要にな
ります。例えば、核兵器・化学兵器・生物兵器の拡散や関連
するミサイルシステムに関わる取引の場合です。上記の規制
に従い、EAR99に分類される単純な品目の移転であっても、
前述を含む規制対象の用途に使用されるケースでは、許可
が必要となる場合もあります。
また、軍事用途で特定の品目
を中国に輸出・再輸出する場合、ならびに軍事用途または
4. 許可要件―制限の対象者と対象用途
軍事関係のエンドユーザーに向けてロシアおよびベネズエラに
EARに従い、禁止あるいは制限の対象となっているエンド
輸出・再輸出する場合には、特別な規制が適用されます。67
ユーザーや用途が関わる取引については許可が必要となる
場合があります。米国政府は、米国の輸出管理に関する
法に違反をした、大量破壊兵器の拡散活動に参加した、 武器国際取引に関する規則
（ITAR）
テロリストとして断定された、特定の制裁対象政府と関わり
1. ITARの適用範囲
があるテロ組織であるまたはその他の理由により、特定の
武器国際取引に関する規則（以下「ITAR」）は、防衛物資、
個人、法人および組織に対しては制裁措置をとっています。
ならびに合衆国武器リスト(以下「USML」)に記載されている
米国法の対象となっている企業は、取引相手を下記の規制
テクニカルデータおよび防衛役務の輸出、再輸出、移転、一
対象者リストと照らし合わせて精査する必要があります。
時的輸入と仲介を規制する規則です68防衛物資または防衛
• BISの法人リスト
役務の製造、輸出あるいは仲介に従事する米国人は、DDTCに
登録をする義務があります。
さらに、限られた例外はあるも
• BISの未確認リスト
のの、ITARは輸出者に対して、防衛物資（テクニカルデータ
• BISの禁止人物リスト
を含む）
または防衛役務の輸出・再輸出を行う前に、DDTC
• DTTCの違反当事者リスト
から書面による許可を取得することを義務付けています。
• 国務省の大量破壊兵器の拡散制裁者リスト
• OFACの特定国籍業者リスト
（SDNリスト）
• OFACの国際的制裁回避者リスト
• OFACのセクター制裁対象者リスト
上記のリストは異なる政府機関により発行されており、
事前予告なく頻繁に更新されています。662020年を通して、
米国政府はこれらのリストを重要な外交政策手段として
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ITARの対象となるのは：

• 登録者の法的な組織構造

• USMLに記載の物品、
ソフトウェアおよびテクニカルデータ
を含む米国原産の「防衛物資」の輸出、再輸出または一
時的な輸入69

• 所有権または支配権
• 米国もしくは外国の子会社またはその他の系列会社で
あって、防衛物資または防衛役務の製造あるいは輸出に
従事するものの設立、買収もしくは譲渡

• 米国または海外に所在する外国人に対する防衛関連の
サービスの輸出には(i)米国または外国で設計、開発、
• 取締役会、上級役員、パートナーまたは所有者
エンジニアリング、製造、生産、組立、テスト、修理、メン
テナンス、変更、運用、非軍事化、破壊、処理または使用 ITAR登録にあるその他の情報への変更は、毎年の登録更新時
される防衛物質の、外国人（米国または海外にいるかを にDDTCに届け出ることができます。
問わない。）に対する供給支援（トレーニングを含む。） 重要なポイントとしては、ITARに登録されている法人が、
の提供、(ii)ITARに基づき管理される技術データの外国 「登録者自身またはそのいずれかの法人の所有権または
人に対する提供（米国内か外国かを問わない。）、
または 支配権を外国の者に売却または移転することを企図す
(iii)外国部隊および軍隊の軍事訓練を含む。
る場合」、少なくともその60日前までにDDTCに届け出る

この要件が実務上意味するとこ
• その原産国にかかわらず防衛物資と防衛役務に関わる 必要があるという点です。
ろは、ITAR登録者が、その持分を外国企業（結局のところは
第三者間の取引に関連する仲介活動。
外国企業に所有または支配されている米国企業を含む）に
2. ITAR登録
売却する際は、
クロージング日の少なくとも60日前までに
• ITARに基づく登録は、
クラウド・ベースの防御輸出管理
詳細な届け出をDDTCに対して行わなくてはならないとい
遵守システム（DECCS）を用いた電子的登録の完了、登録 うことです。いわゆる「60日前通知」
と呼ばれるこの届け出
手数料の電子的支払および支払確認、登録者が米国に
では、取引の内容説明、ITARコンプライアンスに関するポリ
おいて業務を営むことを可能とする政府当局により発行
シー手続き・トレーニングのコピー、売却前と後の組織図、
または承認された書類、ならびに完全な組織図を必要と
買い手と親会社の役員名やその他の情報を含む売り手・
します。70登録申告書は、登録者に権限を与えられた「上級
買い手双方に関する詳細な情報を提供する必要がありま
役員（senior officer）」が署名する必要があります。ITAR登録
す。買い手と売り手は、慎重な調整を行い、共同の届け出
は、ITARに基づくいかなる物品または役務についても輸出
または調整の上での個別の届け出により、DDTCに必要な
の許可を与えるものではなく、輸出許可の申請やITARの
情報がすべて提供されていることを確認しなくてはなりま
許可免除制度を利用するための前提条件として必要に
せん。届出要件は、国務省がCFIUSのメンバーであること
なるものです。71
を踏まえ、CFIUS通知を提出するか否かを評価する際にも
ITAR登録に伴う提出物は、DDTCの電子フォーム提出プロ
検討されるべきです。
セスを使用して、すべてオンラインで提出することになりま
す。企業のITAR登録申請をDDTCが審査し承認すれば、その 3. 禁輸国
米国政府は特定の国（以下「禁輸国」）に対して武器禁輸
企業に対して独自の登録番号を発行します。登録の有効
期間は1年で、当該企業が防衛物資または防衛役務の製造、 措置を取っています。各国に適用される禁止事項は、その
規模も程度もいくらか異なっています。
とりわけ、ITARセク
輸出または仲介に従事する限りは、毎年更新する必要が
ション126.1は、原則として、DDTCから事前に許可を取得
あります。
していない禁輸国72に対する防衛物資および防衛役務（上
ITAR登録手続きの一貫としてDDTCに提出された情報に
記に定義）の販売だけではなく販売の提案すら禁止してい
対する特定の変更事項については、変更発生後５日以内に
ます。DDTCの基本原則は、禁輸国に対する防衛物資およ
変更届けを行う必要があります。
び防衛役務の輸出・再輸出については、許可もその他の形
変更発生後5日以内に変更届を提出しなくてはならない での承認もしないというものです。ただし、提案の取引が、
ITAR登録情報については、ITARのセクション122.4(a)に規定 米国の外交または安全保障政策上利益になると判断され
されており、以下の登録情報への変更となります。
れば、DDTCにより例外として認められる場合もあります。
禁輸国が関わる取引については、ITARに基づく許可の免除
• 登録者の名称
は認められていません。
• 登録者の住所

Doing business in the United States 2021

禁輸国に対する防衛物資および防衛役務（上記に定義）の
販売およびその提案に係る全般的な禁止に加えて、ITARでは、
禁輸国が関連する特定の活動についても届け出の義務を
課しています。具体的に言うと、ITARのセクション126.1(e)
(2)では、
「 物資、役務またはデータに関する販売や輸出、
移転、再輸出または再移転が提案されていること、最終的
に行われることまたは実際に行われたことを知っている、あ
るいは知るべき根拠を有しているいかなる者もただちに」
DDTCの防衛取引規制順守課に届け出なければならないと
定めています。
この届け出義務を怠ることは、ITARに対する
違反を構成します。
この要件の示唆するところは、禁輸国に係
るITAR違反の可能性がある場合は、ITARに通告する義務が
ある一方で、
その他の国に関するITAR違反については、ITAR
としては任意の開示を強く促しているということです。
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いる必要があります。制裁対象国である可能性がある国との
取引を精査する際、企業はこれらの国との取引の可能性を
さらに制約することになる融資、信用供与のコミットメント
やその他の商業的取り決めを行っているかどうか考慮する
必要があります。

本書発行当時、地域的制裁は、キューバ、イラン、北朝鮮、
クリミア
（ウクライナ/ロシアの地域）およびシリアに対して
のみ実施されています。事実上、
これらの国に関与する直
接または間接の全ての取引は、禁止されます。現在、重要な制
（ベネズエラ政府全体およびベネズエラ政
限は、ベネズエラ
府により所有または支配される機関を含む。）に対して課さ
れています。
より限定的な制裁は、ベラルーシ、
ブルンジ、中
央アフリカ共和国、コンゴ民主共和国、
レバノン、
リベリア、
ソマリア、
ウクライナ、イエ
リビア、マリ、ニカラグア、ロシア、
メン、およびジンバブエに対して実施されています。むしろ、
制裁が対象としているのはこれらの国の特定の個人、法人、
外国資産管理に関する規制
組織ならびに産業です。上記の通り、OFACもまた、特定の
米国の財務省外国資産管理室（OFAC）は、外交・安全保障
者についてはSDNリスト、国際的制裁回避者リスト、セクター
政策の一環として様々な国、法人、個人および組織を対象に
制裁対象者リストを含む禁止リストを定めています。
経済制裁を行っています。制裁は地理的な領域をベースに
しているものもあれば、特定の個人、事業または政府組織
を対象にしている場合もあります。
これらの制裁は、対象の 経済分析局による外国直接投資報告書に関す
国ならびに人との間で特定の取引を行うことを禁じるもの る要件
で、対象の国または人が利害関係を有している国において
米国事業に対して行われる外国投資の結果、外国人または
資産の封鎖または「凍結」を要する場合があります。
外国法人が、米国企業の10%以上の議決権付株式を持つこと
すべての「米国人」は制裁を順守することを義務付けられ になる、あるいは非法人の米国企業について同等の持分
ています。米国の制裁制度において、
「米国人」
とは、大半の を持つことになる場合（支社または造成か未造成の不動産
場合、(i)米国市民、(ii)米国の永住者、(iii)米国で法人格を を含むものとし、以下「米国系列会社」
という）、国際投資・
取得した法人とその海外支社ならびに(iv)物理的に米国内 サービス貿易調査法に基づく報告義務が適用されます。73
に所在している人を意味します。キューバおよびイランに
報告要件は、新規外国直接投資（FDI）調査、四半期調査、
対する米国の経済制裁については、米国人が所有または
年次調査、および5年ベンチマーク調査の米国商務省経済
支配する外国法人（すなわち米国企業の海外子会社）も、
分析局（BEA）への届出を含みます。FDI調査（様式BE-13）
かかる制裁の順守の対象となります。
および5年ごとに行われるベンチマーク調査（様式BE-12）
たとえ100%非米国系の法人であっても、米国の経済制裁政 の報告要件の対象者は、それらがBEAによる通知を受けた
策を認識し、
これを遵守していることを確認する必要があり か否かを届け出ることを要求されます。四半期（BE-605）
ます。たとえば制裁対象国との取引に、(i)米国人である個人 および年次（BE-15）のFDI調査に基づく届出義務の通知を
による精査または承認（上級役員または取締役等）
、(ii)米国 BEAから受けていない者は、届出を要求されません。
法が適用される物品、あるいは(iii)米ドル建ての取引が含
BEA届出に含まれる情報は機密であり、分析または統計
まれる場合、かかる制裁の規定の発動要件を構成します。
目的 に 限 定してBEA により使 用される可 能 性 がありま
加えて、米国政府は「2次的」な制裁も実施しており、
これら
す。BEAの義務的報告要件を遵守しない米国関連会社
は特に米国の経済制裁の及ぶ範囲を特定のセクターで活動
は、44,539米ドルを上限とする民事制裁金、
または、場合に
する外国人にまで拡大することを目的としています。
これとは
よって、刑事罰を受ける可能性があります。
別に、米国証券取引所で取引される法人は、特定の制裁対象
フォームBE-13で、
これは外国人
国および制限対象者が関わる取引について米国の証券取引 極めて重要なFDI調査は、
委員会（以下「SEC」）が定める届け出義務についても認識して 投資家による米国ビジネスの初めての買収、設立または拡大
についての調査データを集めるためのものです。
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フォームBE-13の提出義務があるのは、外国人投資家の方
ではなく、投資を受け入れた米国ビジネス（以下「米国系列
会社」）になります。届け出る情報には、米国系列会社のい
くつかの子会社についての情報も含む必要があります。米国
系列会社は、報告義務のある取引の完了日から45日以内に
フォームBE-13を提出する必要があります。
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輸出管理規制に従わなかった場合のペナルティ

輸出管理および経済制裁に関する米国貿易管理法の枠組
みは厳格であり、承継者責任および重大な罰金の可能性を
定めます。米国政府は、違反ごとに、百万米ドルを上限とす
る刑事罰、
または故意による、
もしくは意図的な違反に関し
20年の懲役（またはその両方）を科します。最大規模の民事
罰は、307,922米ドルまたは取引価値の2倍を超えない罰金
新規のFDI取引は、下記のうち、該当するBE-13フォームを
（いずれか大きい方）、輸出特権の喪失、商品の差押または
使用して報告します：
没収、政府調達からの締出し、および義務的是正遵守措置
• フォームBE-13A – 外国機関が米国事業体、セグメント
を含むことができます。加えて、ペナルティを科す前に行わ
または事業単位の議決権を（直接、
または既存の米国
れる執行手続きは公的な記録として残るため、悪評による
関連会社を通じて間接的に）取得し、(i)買収の総費用が
影響も考える必要があります。
3百万米ドルを超え、かつ(ii)当該買収により、買収され
この種の法的責任は、回避するこ
た機関の議決権の10%以上が（直接または間接に）外国 重要なポイントとしては、
とができるという点です。
BIS、DDTCおよびOFACは、適用さ
機関により保有されている場合、当該米国事業体に関す
れる貿易規制に関する法律の確実な順守のために、企業
る報告を指す。
側がリスクベースのコンプライアンス制度を確立すること
• フォームBE-13B – 米国企業が次に該当する時の報告用
を求めています。
に使用するフォーム。外国法人または外国法人の既存
各当局は、企業が書面によるポリシーや手続きを作成する
の米国系列会社が、米国に新しい法人を設立する場合
にあたって、その手助けとなるガイダンスの発行も行ってい
であって、(i)新しい法人を設立するために要するコスト
ます。企業側は自社の事業やリスクエリアにあわせてかかる
が300万ドルを上回ると見込まれ、(ii)外国法人が（直接
ガイダンスをカスタマイズすべきでしょう。
効果的なポリシー
間接を問わず）新しい法人の議決権を10%以上保有す
や手続きが実施されている事実は、
コンプライアンス違反が
る場合。
発生した場合に、非常に強力な酌量事由として考慮されま
• フォームBE-13D – 外国親会社の既存の米国系列会社
す。従って、米国への投資または米国市場への参入を検討し
が次に該当する時の報告用に使用するフォーム。かかる
ている企業は、
リスクを軽減するための制度の整備を検討
米国系列会社が、(i)事業を行うための新たな施設を組
すべきでしょう。
み入れるために事業拡大をし、拡大にかかる費用の総
輸入およびその他の貿易法
額が300万ドルを上回る場合。
• フォームBE-13E – 設立または事業拡大したがまだ工事
中であると記載したBE-13BまたはBE-13Dフォームを
以前に提出した米国企業が最新のコスト情報を報告す
るために使用するフォーム。
このフォームは建設が終了
するまで毎年提出しなくてはならない。

1. 貿易規制と救済措置

米国は、世界的な公平な貿易ルールを設定した関税と貿易
に関する一般協定（GATT）の当初メンバーであり、1995年
の開始時以降、その承継者である世界貿易機構（WTO）の
メンバーとなっています。従って、米国は、関税分類および
輸入された商品の評価に関するルールを含むWTOが設定
する世界的な貿易ルールを遵守しなければなりません。

• フォームBE-13 免除請求 – 米国企業が次に該当する時
に使用するフォーム。かかる米国企業は、(i)BEAから連絡
米国は現在、複数の二国間および多国間の自由貿易協定
を受けたが、BE-13A、BE-13B、BE-13CまたはBE-13Dの
（FTA）を有し、
これは、個別の原産地ルールを充足する米
いずれのフォーム要件を満たしていない、あるいは(ii)
74
米国は、
国への輸入に関し非課税の取り扱いを定めます。
BEA から連絡を受けたか否かにかかわらず、300万ドル
貿易および関税に影響を与える複数の国際的なセクター
のしきい値以外は、BE-13A、BE-13B、BE-13CまたはBEごとの合意および協定の当事者でもあり、発展途上国から
13Dのフォーム要件をすべて満たしている場合。
輸入する商品の非課税の取り扱いを定める関税特恵プロ
BEAによる多くのFDI調査は、解釈が難しいため、会社の
グラムを有し、銀行、ヘルスケアおよび輸送等のサービス
届け出が正確であることを確実にするためには、BEAの解
の世界貿易の自由化を目的とする提案された国際的貿易
釈に慣れることとインフォーマルなガイダンスを受けること
条約である、サービス貿易協定（TiSA）の交渉に参加してい
が非常に重要となります。
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ます。
また、米国は、多国間の貿易システムをサービス・セク （CBPまたは税関）に商品の持込書類を提出します。輸入
ターに拡張するWTOの条約である1994年WTOサービスの された商品は、貨物が入国港内に到着し、商品の引渡が税
関により許可され、見積もられた税金が支払われるまで、法
貿易に関する一般協定（GATS）の当事者です。
的に入国したものとして取り扱われません。税関による商
2. 貿易の現況
品の調査および解放を取り決めるのは、登録輸入者の責任
何十年にもわたって、米国は、貿易自由化および世界貿易ルー
です。
トトランプ大統領の
ルの制定の推進におけるリーダーでした。
任期は、一方に推進され、主に保護貿易主義を目指す積極的 登録輸入者は、持込を行う際正確な関税分類、関税課税価
格、原産国、および輸入時77の商品の関税特恵プログラム
な通商政策の時代を迎えました。
の適格性の提供を含む「相当な注意」のデュー・デリジェン
トランプ政権は、2017年の環太平洋協定（TPP）からの米国
スを用いなければなりません。商品は、消費のために持ち
の脱退、および米国の脱退の脅威に基づくNAFTAの再交渉
込まれ（これは、米国において売却される商品の一般的な
（結果として、米国、
メキシコおよびカナダがUSMCAを締結
持込みに当たる。）、
もしくは到着港の倉庫保管のために持
し、2020年に発効。）を始めとして、一定の大統領貿易規制
ち込むことができ、
または他の入国港へ輸送され、到着港
権限の行使を通じ、複数の重要な多国間貿易協定を廃止し
と同じ条件で同地に持ちこむことができます。
または大幅に変更する一連の措置に着手しました。
政権はまた、洗濯機および太陽光製品に税金を課し、
スチー
ル、
アルミニウム、および米国が中国から輸入するものの約
半数に関税を課しました。75複数の国が報復し、米国の輸出
に税金を課し、その他の国はアルミニウムおよびスチール
の税金の撤廃を交渉しました。中国と米国は、2019年の年末、
中国からの輸入に対する米国における関税の一部縮小、お
よびいわゆる
「フェーズ1」貿易協定の追加関税の延期を合
意しましたが、中国からの輸入の多くは追加の税金の対象
であり続け、協定は、米国商品の購入の増加を含む一定の
要件を中国が満たすことが条件となっています。
トランプ政
権はまた、
自動車および自動車部品、デジタル税、および航
空機に関する不公正な貿易の主張に関する紛争の高まりの
中で、欧州からのワイン、
スピリッツ、食品および贅沢品に
関税をかけました。

a) 持込みを行う権利の証拠

商品はその所有者、買主、
または資格を得た通関業者の
みによって持ち込まれることができます。商品が「指示に従
い」配送されると、荷送人により適切に裏書された船荷証
券が、持込みを行う権利の証拠となります。多くの場合、入
国は、商品を入国港に運ぶ輸送業者が証明する者または
機関によって行われます。

b) 保証

商品の米国への持込みは、発生可能性のある潜在的な
賦課金、税金および請求をカバーするため、税関に保証が
提供されたことを示す証拠を伴わなければなりません。保
証は居住者米国保証会社を通じて確保されることができ、
米国通貨または一定の米国政府負債の形式で提供するこ
とができます。通関業者が持込を行う目的で雇用されてい
る場合、通関業者は、要求される補償を提供するためにそ
の保証を用いることを許容する場合があります。

また、COVID-19パンデミックへの対応として、
トランプ政権
は、限定された例外とともに一定の個人用保護具（PPE）の
輸出を禁止し、米国政府当局に対する一定の薬剤販売につ c) 持込みのサマリー書類
いてバイ・アメリカンの現地調達要件の強化に動きました。
入国表明の後、貨物は税関により調査され、
またはその調査
次の大統領であるジョセフ・バイデンは、中国からの商品に が税関により免除されることがあります。荷物はその後、法律
対する関税を列挙する
「即時の行動」は行わないと述べ、次 または規制上の違反が生じていなければ解放されます。商品
の持込から10営業日以内に、指定された税関において持込
の政権の主たる焦点はCOVID-19パンデミックおよび関連
みのサマリー書類が提出され、予測された税金が預託され
する経済問題に伴う国内問題となる可能性が高く、バイデ
ます。
ン政権は、国際貿易に対するより多くの予測可能性および
d) 米国の輸入者による持込み
貿易パートナーとの貿易問題に対するより対立的でない
アプローチをもたらすことが一定程度期待されています。
商事運送業者により米国に到着した商品は、所有者、買主、
3. 輸入のプロセス
これらの者から授権された正規従業員、または所有者、
貨物が米国に到着すると、登録輸入者（すなわち、所有者、 買主もしくは荷受人により指定された資格を得た通関業者
により持ち込まれなければなりません。持込みは、持込みを
買主、
または所有者、買主もしくは荷受人により指定され
76
行う権利を示す証拠の様式の1つにより支持されなければ
た資格を得た通関業者 ）は、入国港で税関・国境警備局
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なりません。通関業者が持込みを行う場合、税関の委任状
が通関業者の名義で作成されます。
この委任状は、通関業
者がその者の代理人として行為する当該者または機関に
より付与されます。使用者のために持込みを行う従業員の
権限も、税関委任状により最も強く証明されます。

e) 米国以外の輸入者による持込み

商品の持込みは、輸出者の米国の代理人もしくは代表者、
パートナーシップのメンバー、または法人の役員を通じ、
非居住者の個人もしくはパートナーシップ、または外国
法人により行われます。非居住者の個人または組織に要求
される税関の保証の保証人は、米国内で設立されていなけ
ればなりません。
また、商品の持込みを行う名義人となる外
国法人は、入国港が所在する州において、外国法人のため
に訴状送達を受け入れることを授権される居住者代理人
を有しなければなりません。税関委任状に記載される資格
のある通関業者は、輸出者または通関業者の代表者のた
めに持込を行うことができます。

f) 原産国およびその他の要件と規制

米国に輸入される全ての外国を原産地とする品目は、限定
された例外のもと、目立つ場所に、品目または容器の性質
に応じ明瞭に、消えないように、かつ永久に、米国の最終
買主に品目の原産国の英語名を示す方法で印が付されな
ければなりません。78一定の商品は、個別の商品安全性基
準、
ラベリングもしくは証明要件、
または有害物質規則の適
用を受けます。最後に、受刑者労働、強制労働、
または契約
労働を用いて全部または一部が製造された商品は、輸入
が禁止されます。

入国書類
荷物が米国の入国港に到着してから15日以内に、税関
港長が指定する場所に入国書類が提出されなければな
りません。
これらの書類は：
• 入国目録（CBP様式7533）または即時引渡のための
申請および特別許可（CBP様式3461）、または港長が
要求する商用リリースのその他の様式
• 持込みを行う権利を示す証拠
• コマーシャルインヴォイス、またはコマーシャルイン
ヴォイスが作成できない場合は、プロフォーマーイ
ンヴォイス
• (適用ある場合)パッキングリスト
• 商品の許容性を判断するために必要なその他の書類、
および
• 自由貿易協定に基づく免税の取り扱い等の貿易特恵が
主張されている場合、輸入者は、個別の貿易特恵プログ
ラムを遵守するために個別の書類要件が充足すること
を確保しなければなりません。例えば、 USMCAに基づ
く輸入に関し、輸入者は、関税特恵が主張される項目に
関する原産地証明書を確保する必要があります。
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VIII. 米国反トラスト法
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米国反トラスト法
米国で事業を行う会社は、競争および消費者保護の促進を目的とする連邦およ
び州の反トラスト法令の適用を受けます。
これらの法律は、他の法域の競争法と
は異なっているため―他の法域で許容される一部の行動は、米国の反トラスト
法に抵触する可能性があり、他の法域で定められるその他の種類の行動は米国
において許容される場合があります。多くの州の反トラスト法は連邦法に従って
いるものの、差異があるため、会社は、州または連邦法に違反しないよう会社の
行動を慎重に構築しなければなりません。
また、米国内または米国事業に対する投資を検討している会社は、取引案が
クローズする前に米国反トラスト法執行機関から承認を得る必要がある場合が
あります。米国において、免除規定が適用されない限り、一定のドル基準値（毎年
変更される。）を超える取引については事前の企業結合届出の提出が要求され
ます。
これは、当事者の市場シェアまたは買収者がその他の機関の支配権を取得
するかに着目する他の法域の合併前通知要件とは異なります。
本項は、米国反トラスト法の概要を規定していますが、反トラスト法の影響を有
する可能性のある行為を行う前に、
または米国と関連性のある取引を検討する
際に、経験のある反トラスト・カウンセルと協議すべきです。

シャーマン法

シャーマン法は、連邦法で反トラスト法の中心的な法律であり、広い範囲の潜在
的な反競争的行動を規制します。
シャーマン法セクション1は、不当な取引制限
を禁止し、セクション2は独占および独占の試みについて定めます。
シャーマン
法に違反した場合、民事および刑事上の責任を生じさせる可能性があります。
米国連邦反トラスト当局である米国司法省（DOJ）および連邦取引委員会（FTC）
の双方は、連邦法としての反トラスト法違反に関して民事訴訟を追及することが
できますが、DOJのみが刑事制裁を課することができ、DOJは通常最も悪質な
行為ついてのみこれを追及します。

また、
クレイトン法は、シャーマン法を含む反トラスト法違反に関する訴訟原因
を民間の原告に付与し、米国の州の多くは連邦法としての反トラスト法を反映し
た反トラスト法を有し、当該州のボーダー内の行動について民事および刑事上
の責任を追及することを可能としています。
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1. セクション1

「全ての契約、抱き合わせ契約…」または共謀を禁止して
います。79セクション1の文言は全ての取引制限を禁止して
いますが、裁判所は、法令は「不当な」行為のみを禁じるも
のと解釈しました。一定の制限は、
「当然に」違法であると
考えられるほど競争にとって有害であるとみなされ、
これ
は、結果として発生した損害のさらなる調査をすることな
く、行為または行動が有罪となることを意味します。競争
促進的な根拠または効果の証拠は重要ではありません。
主張されるその他の反競争行動は、
「合理の原則」分析の
適用を受けます。
この分析に基づき、原告は通常反競争的
な損害を証明しなければならず、被告は当該行動の競争
促進的な根拠または効果の証拠をもって争うことができま
す。その後、裁判所は、主張された損害と競争促進的な根拠
のバランスを取り、当該行動が反トラスト法に違反している
かを判断します。

59

な競合者間の合意と異なり、水平的合意は、多くの場合競
争促進的効果を有し、
「当然に違法であるというルールは、
明らかに反競争的な行動に関連する場合にのみ適切であ
る」。81 米国最高裁判所が要約したとおり、近時の判例は、
「垂直的合意と水平的合意の間の経済的効果の差異」を
認識しています。82

垂直的合意は、イントラブランドの制限およびインターブラ
ンドの制約を含みます。イントラブランドの制約は、企業に
よる商品の下流への流通を制限する合意となります。イン
トラブランドの制約は、企業による企業自体の業務および
商品の経営との関連性が低いため、反トラスト法はイント
ラブランドの制約には比較的関心が低く、裁判所は、当該
制約がどのようにして企業間のインターブランドの競争を
促進することができるかを一貫して認識しています。一方、
インターブランドの制約は、会社の競合者が競争する能力
または競争のために必要なインプットにアクセスする能力
セクション1に違反する会社間の合意は、水平または垂直 に直接影響します。
のいずれかに分類されます。水平的合意は、直接の競合者 また、垂直的制約は、価格または非価格制限行為に分類さ
間の合意であり、一般に垂直的合意よりも厳しい監視を受 れます。歴史的に、価格制限行為は非価格制限行為と比し
けます。水平的合意は、価格を固定する競合者間の合意、 て反トラスト法に基づきより大きな懸念を生み出しますが、
顧客または地域的市場を会社間で割り当てる合意、およ 今日その区別は明白ではなくなっています。例えば、連邦法
び入札手続を操作する合意を含みます。これらの合意は において、製造者と販売会社間の商品の消費者に対する
全て本当然に違反とみなされ、潜在的に刑事罰につなが 商品の再販売価格に関する合意（再販売価格維持または
る可能性があります。
RPM）は、イントラブランドの競争を減少させることにより
インターブランドの競争を促進することができ、
これによ
り、小売業者がサービス提供、
プロモーション努力などに
投資することを促すと裁判所が認識しているため、合理の
原則に基づき精査され、当然に違法ではありません。
しかし、一部の州法においてRPMは当然に違法であると
判断されているため、
この種の制約でもリスクを有します。
非価格制限行為の一般的な例は、製造業者が販売会社に
対して製造者の商品を販売することができる地理的市場に
ついて、制約を課す行為であり、かかる制約は合理の原則
に基づき評価されますが、かかる制約はイントラブランド
垂直的合意は、流通の異なるレベルにある企業間の合意と
の競争を制限することによりインターブランドの競争を
なります（例えば、サプライヤーと販売会社など）。垂直的合
促進するため、違法と判断される可能性は低くなります。
意は、通常当然に違法であると考えられていないため、一
般的には合理の原則による分析の対象となります。水平的

各会社が互いの従業員を雇用せずまたは従業員のために
競争しない旨の会社間の合意（No-poach合意と呼ばれる。）、
および、賃金固定契約として知られる従業員の報酬レベル
に関する会社間の合意もまた、水平的合意となります。Nopoach合意は、近時、米国反トラスト法当局の実施優先事項
となりました。DOJは、明らかなNo-poach合意および賃金
固定合意を締結した会社に対し刑事責任を課すことを明
確にし、近時、様々な業界の機関に対し、注目される一連の
民事No-poach訴訟を提起しました。80
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他方、垂直的制限がインターブランドの競争を制限する場合、
または性質上排他的である場合、当該制限行為は、非競争的
とみなされる可能性が高くなります。例えば、一定の場合、
抱き合わせ販売 - 顧客がその他の（抱き合わされる）商品も
購入する場合にのみ製造業者は顧客が望む（抱き合わせ
る）商品を販売する合意 - は、真正な業務上の根拠により
反証することができない競争に対する損害（例えば、他者が
競争できないようにしていること）を原告が証明できれば、
違法となる場合があります。その他一般的に問題とされる
垂直的インターブランドの制限は、独占取引 - 買主が1つの
売主から一定の商品またはサービスの全てを買い取ること
を合意する - であり、
これは競争に対し排他的な効果を及
ぼすことができますが、競争促進的な根拠の可能性がある
ため、米国では当然に違法はなりません。

2. セクション2

シャーマン法セクション2は、独占、独占の試み、および独占
のために他の一人または複数の者83との「結合」または「共謀」
を禁止します。一定の行為は、企業が市場力または独占力
を有するかにより適法または違法となり得るため、セクショ
ン2に基づく行為を評価する際、
「市場力」および「独占力」
は重要な概念となります。米国では何がかかる力を構成す
るのかについて明確なラインはありませんが、市場シェア
が一般的に30%を超える場合には市場力を認定することが
でき、シェアが一般に60から70%を超える時に独占力を認定
することができます。セクション2において、原告は被告が独
占力を有することを示さなければなりませんが、セクショ
ン1においては、被告が市場力を有することを示すことで
十分です。独占者は多くの場合より高い基準の対象となる
ため、セクション1に違反しない行為も、セクション2に違反
する場合があります。
独占力の証拠として市場シェアに依拠する場合、原告は、
多くの場合、市場への高い参入障壁または市場の構造的
なもしくは規制上のユニークな性質も調査します。企業が
特定の市場において独占力を有することまたは有する可能
性が高いことの証明は、直接または間接証拠を通じて、セ
クション2の主張に必要な要素であるため、関連する商品
および地理的市場を定義づけることは、多くの場合、セクシ
ョン2の事案において厳しく争われ、
しばしば経済専門家か
らの証言を必要とします。
米国法において、独占者であることはそれ自体が違法なわ
けではなく、セクション2は、独占を生み出し、
もしくは維持
し、
またはその他企業の独占的地位を経済的利益のため
に活用する一定の行動を禁止するものとして裁判所により
解釈されてきましたセクション2の主張を基礎づけることが
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できる行為とは、会社が、抱き合わされる商品の市場を
独占するために、抱き合わせる商品に対する独占を活用
することを望む場合における、抱き合わせ販売等、上記の
垂直的合意の例を含みます。米国法において、独占者であ
ることはそれ自体が違法なわけではなく、セクション2は、
独占を生み出し、
もしくは維持し、
またはその他企業の独占
的地位を経済的利益のために活用する一定の行動を禁止
するものとして裁判所により解釈されてきました。
セクション2
の主張を基礎づけることができる行為とは、会社が、抱き合
わされる商品の市場を独占するために、抱き合わせる商品
に対する独占を活用することを望む場合における、抱き合
わせ販売等、上記の垂直的合意の例を含みます。
独占力を有する企業は、一定の顧客またはサプライヤーと
の取引を拒絶する場合、セクション2に違反する可能性があ
ります。独占力を有する企業によるかかる行為は、会社が
任意の取引を一方的に終了し、非競争的な結果のため短期
的な利益をあきらめることを望んでいた場合、
セクション2に違
84
反すると判断される可能性があります。 しかし、申し立てら
れた独占者が取引を拒絶する正当な業務上の根拠を有す
る場合（フリーライド除外または商品の品質保護など）、当
該行為は適法とみなされる可能性があります。セクション2
違反のその他の形式は、略奪的価格設定（短期的にシェア
を増やしライバルを排除するための、原価を下回る価格設
定）
です。
しかし、低い価格は消費者の利益となるため、裁
判所はしばしば略奪的価格設定の主張に懐疑的となりま
す。原告は、被告の価格が原価を下回ること、および、企業
が独占力を取得した後に最終的に価格を上げることにより
目先の損失を回収する可能性が高いことを示さなければ
なりません。

Hハート・スコット・ロディノ法

1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト改正法（HSR法）85
は、
ジョイント・ベンチャー、
合併、ならびにパートナーシップ/
LLCの資産および議決権証券（取締役についての議決権を
有する）
または支配持分の買収を含む一定の取引を、その
実行前にFTCおよびDOJに届け出ることを当事者に要求し
ます。HSR法の対象となる取引の種類は、独占的ライセンス
契約、合併、株式買取契約、公開買付、市場買収、役員または
取締役に対する株式基準の報酬の付与、ならびに一定の
償還、転換、オプション行使、および私募を含みます。
他の法域と異なり、潜在的に同法が適用されるために支
配権の変更（チェンジ・オブ・コントロール）は要求されま
せん。取引が届出の対象となる場合、当事者は当初の30日間
の待機期間の適用を受け、この期間は、実質的な問題の
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調査に応じ、
クロージング前に「セカンド・リクエスト」
として
知られる要請の行使を通じ延長されることができます。
HSR届出が要求されるかは、主に2つの基準値テスト
（毎年
変化する数値である、取引サイズ・テストおよび対象者サ
イズ・テスト）によります。HSR評価ルールに基づき、2020年
において、買収価格が94百万米ドルを超えると評価される
場合に取引サイズ基準値テストの要件を充足します。86
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取引が関連する基準値を満たす場合でも、報告対象の
取引が報告対象外となるための一定の例外が適用される
場合があります。例えば、
「投資のみを目的として」行われる
発行者の10%以下の買収は例外とされ、特定の種類の機
関投資家による15%以下の買収も例外とされます。当事
者内買収（買収される企業および買収する企業が同一人
物により支配されている場合）
も例外とされます。
これらは、
完全子会社間の資産の移転、または会社による自己株式
の償還を含みます。その他複数の例外が存在し、その全て
は提示される個別の事実の分析を必要とします。経験ある
HSRカウンセルは、特定の文脈で例外が適用されるかを
判断するため、
このプロセスを通じ当事者をガイドすること
ができます。

2020年、対象者サイズ基準値テストは、取引のHSR価値が
94百万米ドルから376百万米ドルの間である場合にのみ
適用されます。一般に、対象者サイズ基準値テストは、一
方当事者の最終親会社（UPE）が188百万米ドル以上の年
間純売上高または総資産を有し、他方当事者の最終親会
社が2020年に18.8百万米ドル以上（毎年調整される。）の
年間総売上高または総資産を有する場合に、充足され
セクション8
ます。取引が376百万米ドルを超えるHSR価値を有する クレイトン法、
場合、特定の法定免除が適用されない限り取引は報告の クレイトン法セクション8は、
「役員の兼任」を禁じます（ある
対象となります。87 2021年においてこれらの価値は2021 者が競合法人の役員または取締役を兼任することを禁じる
年初旬に調整されます。
ことを意味する。）。
届出の際届出手数料が支払われなければなりません。当事
者が別段の合意をしない限り、買収者が届出手数料の支払
について責任を負います。届出手数料の金額は取引のHSR
価値によって異なり
（取引が大きいほど届出手数料も高く
なる。）、
これは現在45,000米ドルから280,000米ドルの間と
なります。

この問題は頻繁に生じるものではありませんが、セクション
8の違法は当然に違法であるため、会社は役員兼任が生じ
ることを避けるため積極的に措置を講じなければならなり
ません。時に、会社が競合会社に小規模投資を行う場合、
または会社が過去に競合していなかったが新たな競合者
が発生する新規商品市場に参入する場合に、役員兼任が
上記の通り、HSR法は、合併および支配権取得よりも広範囲に 不注意で生じます。
適用されます。会社は、株式基準の報酬の付与の受領（譲 2つの米国連邦反トラスト法当局は、近時、セクション8の
渡制限付株式ユニット
（RSU）およびストック・オプションの 執行に改めて焦点を合わせることを示唆しました。DOJの
行使を含む。）、議決権証券の償還および買戻し88、バック 反トラスト部門の法務官補佐は、近時、セクション8を非法
エンド買収（例えば、取引において、株主がその株式を売却 人機関（LLC等）89に適用する可能性について公に見解を
する対価として、HSR基準を超える持分または資産を受領 述べ、FTCは2019年中旬にセクション8について公的なリマ
する場合など）、ならびに特許または商標のIPライセンスに インダーを発行しました。90  
対しても、HSR法の届出義務が適用されることを知り、
しば
しば驚くこととなります。特別の評価および合算ルールを
踏まえ、特定の状況についてHSR報告が必要かを判断する
ため、経験あるHSRカウンセルと協議することが重要となり
ます。
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IX. マネー・
ロンダリングの
防止に関する法律
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マネー・ロンダリングの防止に関する法律
米国に投資をするという
ことは、2001年のテロリ
ズムの阻止と回避のため
に必要かつ適切な手段を
提供することにより米国
を統合し強化するための
法 律（以下「米 国 愛 国 者
法」）の 定 め が 投 資 家 に
適用されることを意味し
ます。91

パトリオット法は、テロリズムおよびテロリスト金融を検出し規則する米国法執行の
権限を大きく拡大しました。パトリオット法は、その他のマネー・ロンダリング防止
（AML）要件のなかでも、
「金融機関」
（BSAにおいて定義される。）が(i)疑わしい活動
報告（SAR）および通貨取引報告（CTR）を含む一定の報告を提出すること、(ii)マネー・
ロンダリング防止プログラムを実施すること、および(iii)一定の金融記録を維持する
ことを要求する規則を制定する権限を財務長官に授権するため、1970年銀行秘密法
（BSA）を変更しました。92財務長官に付与された権限に基づき、米国財務省金融犯
罪執行ネットワーク
（FinCEN）は、一定の種類の「金融機関」についてかかる要求を
実施する規則を制定しました。93
BSAにおいて、
「金融機関」は広範に定義されています。94BSA95に基づき制定された
規則は、全てではありませんが多くの「金融機関」がAML要件に従うことを要求します。
そのため、パトリオット法の条項の充足性、および一定の種類の「金融機関」に適用され
実施されているAML要件が発動されるかを判断するため、投資を行う前にカウンセル
と慎重に規則を分析すべきです。
2018年5月11日から、一定の対象金融機関（連邦により規制される銀行および信用組
合、
ミューチュアル・ファンド、有価証券のブローカーまたはディーラー、先物取次業
者、およびコモディティの紹介ブローカー）は、法人顧客の実質的所有者の本人性を
取得し、確認し、記録するために合理的に設計された手続を維持するよう要求されま
す。96対象金融機関は、顧客関係の性質および目的を理解し、疑わしい取引を特定し
報告するための継続的監視を実施し、顧客情報をリスク・ベースで維持し更新するた
めの継続的な顧客デュー・デリジェンスについて、
リスク・ベースの適切な手続を用い
97
なければなりません。
近時の法令変更に従い（2021年1月1日議会は、貿易資金割当およびその他の措置を
対象とする大規模な法令パッケージのトランプ大統領による禁止を上書きした。）、
議会はBSAおよび米国政府のマネー・ロンダリング防止制度に対する重要な改革を
可決しました。なかでも、法令は、全ての免除対象外の会社が設立時にその実質的所
有者をFinCENに報告するよう要求し、既存の例外対象外の会社はFinCENが適用ある
規則を公布してから2年以内に当該情報を開示しなければなりません。虚偽の報告
および不完全な報告に民事および罰則が適用されます。
非金融取引および企業も特定の取引報告を政府に提出するよう要求されます。例え
ば、取引または業務に関与する者は、1回の取引または関連する取引において10,000
米ドルを超える現金を受領した場合、FinCEN様式8300を提出する必要がありま
トラベラーズ・チェック、およびその他通貨代替物を米国
す。9810,000米ドル超の通貨、
内外に輸送、郵送、
または発送する場合、様式105の通貨または金銭手段の国際輸送
報告が提出されなければなりません。99

個人および機関（金融機関およびその他）の双方は、合
衆国法律集タイトル18の刑事マネー・ロンダリング法令
の適用を受けます。一般的に、
これらの法令は、積極的に
マネー・ロンダリングを行うことだけでなく
（例えば、違法
な収益の発生元、発生源、もしくは管理を隠すこと、違法な
収益を使用してさらなる違法活動を行うこと、または金融
機関を通じ違法な収益を伴う取引を行うこと）、
これを行う
100
ことを促進し共謀することも禁止します。 国際貿易に関
与する会社は、貿易に基づくマネー・ロンダリングの問題に
特に敏感である必要があります。101
近時、マネー・ロンダリングおよびテロリズム金融と戦う
ための国際的基準を設置する政府間組織である金融活動
タスクフォース（FATF）は、貿易によるマネー・ロンダリング
の問題について、貿易によるマネー・ロンダリングの様々な
リスク、類型および対処するための対応について報告しま
した。102
COVID-19パンデミックにより、マネー・ロンダリング防止
規則に多くの進展がありました。米国財務省は、マネー・ロ
ンダリング防止政策に関する現在の米国の優先事項およ
び「デジタル・アセット」
（暗号通貨、有価証券、
コモディティ
およびデリバティブ）
これらの政策の様々な業界セクター
および開発に対する適用可能性を概括する、2020年国家
違法金融戦略（戦略）103を発行しました。104
FinCENは、金融機関に対する指針の提供において、パンデ
ミック中に広まった4つの種類の違法な行為を特定しまし
た。なりすまし詐欺、投資詐欺、商品詐欺、およびインサイ
ダー・トレーディングとなります。105FinCENは、パンデミッ
ク中、BSAコンプライアンスのためのベスとプラクティスに
関する指針を金融機関に定期的に提供しました。106金融機
関および市場が進化するにつれ、FinCENおよびその他の
金融規制当局、ならびに刑事法執行当局は、マネー・ロンダ
リングおよびその他の違法金融問題に関するルールに対
する様々な変更を提案しました。変化する環境を踏まえ、直
近のマネー・ロンダリング防止要件の遵守を確保するため
カウンセルと協議するのが最良と言えます。
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X. 海外汚職
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海外汚職
外国汚職行為防止法
（ F C PA ）の 適 用 範 囲 は
非常に広範です。米国国
民の関与（米国外での行
為を含む。）
または米国を
経 由 する E メ ー ル 送 信
でも、十分となり得ます。

FCPA107は、ある者のためのもしくはある者とのビジネスを獲得若しくは保持し、
またはある者にビジネスを指示する目的で、
またはその他の方法で外国人公務
員に影響を及ぼすことを目的として、外国人公務員に価値を有する物を提供、
約束、または付与することを犯罪とします。108「外国人公務員」には、外国政府
またはその部署、当局もしくは下位組織、または公的国際機関の役員、従業員、
またはそれらを代表して公的な立場で行動する者を含みます。109
支払いを行う者、あるいはこれを承認した者には、
「腐敗の意図」があり、支払い
自体についても、支払いを行った者、承認した者、
またはその他のいかなる者が
不正に取引を獲得するために、外国公務員がその義務に反する行為をするよう
影響を与える目的で行われたものでなくてはなりません。110FCPAでは、腐敗行為
により目的が達成されたか否かは問われません。賄賂の申し出、
あるいは約束が
111
あれば、同法に対する違反となります。
CPAの適用の対象には：(i)国内関係者(domestic concerns)(ii)発行者(issuers)(iii)
米国での賄賂を助長する行為を行う外国人または外国事業体112「米国内の個人・
組織」
とは、(a)米国の市民、国民または居住者である個人、(b)法人、パートナー
シップ、団体、合資会社、事業信託、法人化されていない組織、
または(c)主たる
事業所を米国に有し、
または米国の州もしくはその領土、所有地、
または米国コ
113
モンウェルスの法律に基づき組成された個人事業体となります。 よって、外国
法人の米国子会社も含まれることになります。
「発行者（issuer）」
とは、(a)米国で登
録された有価証券を発行しているか、
または(b)SECへの定期的な報告を行う義務が
あるコーポレーションまたは（外国法人を含む）その他の法人を意味します。114
FCPAの適用範囲は非常に広く定められています。発行者および国内関係者
が、米国の領土内において、あるいは、米国の郵便制度や電話、
ファックス、電
信送金、州内または州をまたがって移動することを含む州際通商におけるそ
の他の手段を利用して腐敗行為を行った場合は責任を問われます。115また、
国内会社は、完全に米国外で業務を行う従業員または代理人により授権され
た、外国銀行口座からの金銭を用いた賄賂の支払について、米国内に所在す
る人員の関与がなくても、責任を負うと判断される可能性があります。会社は
また、関与する第三者がFCPAに違反しないようにする必要があります。DOJ
は、関係する第三者により賄賂が支払われたとの事実は責任の可能性を排除
しないという立場を取ります。116
さらに米国または外国の事業体により雇用されているまたはその代理とし
て行為する米国市民および居住者は、当該市民または居住者が問題となっ
ている行為を授権、指示、または管理する場合、当該米国または外国事業体
の行為に対して責任を負うものと判断される可能性があります。米国で事業
を行うことはFCPA責任の要件でありませんが、米国市場への参入は、非米
国会社がFCPA責任の対象となる可能性を高めます。そのため、米国事業体
を設置する非米国会社は、FCPA遵守プログラムを策定し実施すべきです。
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FCPAの違反に対して課される罰則は相当なものとなる
可能性があります。贈収賄防止規定に基づき、法人および
その他の事業体は、2百万米ドルまたは被告が賄賂を行う
ことにより得ようとした利益の2倍以下の刑事罰金の対象
となります。117事業体の役員、取締役、従業員および代理人
は、最大250,000米ドルまたは被告が賄賂を行うことで得よ
うとした利益の2倍までの刑事罰金、および5年以下の懲役
を科されます。118個人に科される罰金は、その雇用者また
は代表者により支払われることができません。119

FCPAは、承継者責任について具体的に言及しておらず、司
法上の意見は政府の立場を検証していません。
しかし、政
府は、(1)適切な買収前デュー・デリジェンスを証明し、(2)政
府に発見された違反の自主的な開示または自己報告を開
示し、(3)違反を是正するための即時の是正措置を取ること
により、会社が責任を回避することができると示唆していま
す。126この指針にかかわらず、政府は、FCPAに基づき承継者
責任を課すかの判断において、ケース・バイ・ケースのアプ
ローチを取り続けています。

また、米国司法長官またはSECは、FCPAの贈収賄防止規
定に違反した事業体および事業体の役員、取締役、株主、
従業員または代理人に、差止による救済のための民事訴
訟を提起し、または10,000米ドルまでの罰金を科すことが
できます。120SECの執行訴訟において、裁判所により追加の
罰金が科される可能性があります。
この罰金は、(i)違反の
結果としての被告に対する金銭的利益の総額、
または(ii)裁
判所によって判断されるドル上限のいずれか大きい方を
超えません。121 指定されるドル上限は、違反の悪質性に
基づき、個人の場合は5,000米ドルから100,000米ドル、
事業体の場合は50,000米ドルから500,000米ドルの間とな
ります。

承継者責任は、米国連邦法では明確に定義されていませ
ん。承継者責任は、典型的に、州ごとに異なる州法の問題
でした。そのため、裁判所は、州法を検討し、承継者責任が
課されるかを評価するために、取引の構造を含む複雑な
要因の分析を考慮します。2020年7月、DOJおよびSECは、
承継者責任に関する追加の指針を含むFCPAリソース・ガ
イド第二版を発行しました。FCPAリソース・ガイド127は、問
題のある行為を任意に開示および是正し政府に協力する
買収会社に対し、政府は多くの場合訴訟を起こさないこと
を明確にしました。
この場合、政府は、前身会社に対しての
み訴訟を提起する可能性が高くなります。128

DOJのFCPA法人執行政策は、会社がFCPA不正行為を認識
帳簿記録内部管理条項ともいわれる会計条項の故意によ した後、企業の行動に基づいて企業利益を提供することを
る違反についての罰則には、事業体に関し25百万米ドル 目的としています。昨年、DOJは、早期の開示にさらにインセ
を超えない罰金が含まれます。122 個人については、罰則 ンティブを与える政策の改正を公表しました。
は、20年以下の懲役および/または5百万米ドル以下の罰金
FCPA違反を防止し、違反が生じた場合の緩和策のために、
を含むことができます。123
会社は、腐敗防止プログラムを実施すべきです。2020年
DOJは、法人と合わせ個人にも責任を問うことに対して引き 6月、DOJは、
「法人コンプライアンスプログラムの評価」に
続き焦点を当てています。2019年、DOJは1年間で過去最高 関する過去の指針を更新しました。129これは、3つの質問
数の個人に責任を追及しました。
また、
その他の国は会社に を中心に指針をまとめます。第一に、プログラムは適切に
プログラムは効率的に実施さ
対する執行の取り組みを強化し、Airbus(39億米ドル)および 設計されているか？第二に、
プログラムは実務上機能しているか？
Goldman Sachs(29億米ドル)を含む世界的な和解は過去最 れているか？第三に、
指針は検察官を対象としていますが、
これは、ベストプラク
高となりました。
ティスの実施を目指す会社にとってロードマップを提供して
また、FCPAに基づく承継者責任のリスクを認識することが
います。
重要となります。DOJおよびSECは、FCPAの対象となる会社
は、その買収の方法を問わず、被買収会社の違法な行為に
つき刑事責任に問われる可能性が認められる立場を取りま
コンプライアン
す。124英国贈収賄防止法と異なり、FCPAは、
スまたは適切な手続の防御を定めていません。
米国政府の見解によると、買収会社は、買収前に行われ買
収会社がこれを認識していなかったとしても、FCPAに基づ
き違法行為に関し責任を負うことがあります。125
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2. 特別管轄権

概論

米国市場に参入する非米国会社は、訴訟の多い環境に参入していることを注意
すべきです。米国に商品を売却し、
または米国において商業契約を締結する会
社は、比較的高い民事訴訟のリスクに直面します。米国において、訴訟提起費用
は低くなります。偶発的手数料の取り決め（特に消費者分野において）は、不成
功の訴訟の提起費用を原告からこれを代理する法律事務所に移すことができ
ます。根拠のない訴訟の提起に対するルールはありますが、法律で定められた
「敗訴者支払」ルールはなく、訴訟費用が契約によって管理される場合でも、
各当事者が自らの法的費用を支払うのがより一般的です。訴訟前の証拠開示手
続は、多くの法域と比して多く行われ、負担の大きい書類提供要請および反対当
事者からの証人尋問が行われます。当事者が陪審裁判の権利を放棄する契約
上の紛争を除き、裁判官ではなく陪審員が事実の発見者となります。防御費用
は高額であり、管轄によっては事案が何年も続くこともあります。そして、米国に
おける判決は、特に製造物責任訴訟の場合、非常に重いものとなる場合があり
ます。

裁判管轄権

米国において外国企業の法的責任を問うためには、かかる外国企業について
提訴された裁判地に人的管轄権がある必要があります。一般的に人的管轄権と
は、米国の裁判所が特定の被告に対して有する権力を意味し、一般的管轄権と
特別管轄権の２種類に分かれます。

1. 一般的管轄権

一般的な管轄権は、特定の州と被告の関係が、訴訟原因が当該関係から生じ
たかに関わらず管轄権が存在するほどに組織的で継続的である場合に存在し
ます。130かかる州は、基本的に、被告の「本拠地」です。131一般管轄権を証明する
負担は大きくなります。132州は、外国会社の商品が商取引の流れの中で移動し
法廷地の州で終了したことのみをもって、外国会社に対し一般管轄権を行使
することはできません。133代わりに、例外的事案を除き、一般管轄権は、法人が
設立されまたはその主たる事業所を有する場合にのみ認められます。134
135

親会社の完全支配の子会社が、ある州で法人格を取得したという理由だけで、
親会社に対する同州の一般管轄権が認定されることは通常はありません。135と
はいえ、親会社が米国の裁判所の裁判管轄権の対象となるリスクを最小限にす
るために講じるべき措置について、弁護士に助言を求めるべきでしょう。

被告が「裁判地州内において活動を行う特権を意図的に
利用」
し、訴訟の争点である損害が、
「被告の裁判地との
接触より生じた、または関連している」場合、特別管轄権が
あると考えられます。136 特別管轄権を行使するか否かの
判断にあたっては、裁判所はまず原告の訴訟原因が、州外
から被告が行なった裁判地州との接触、または裁判地州
に向けた活動により生じた、あるいは起因しているかどう
かを判断します。137そのように判断された場合、次に裁判
所は、特に原告の請求に関連する活動について、それを被
告が故意に裁判地州に向け、同州でビジネスを行うことが
できるメリットを意図的に利用した結果、同州の法律によ
り提供されている利得および保護を利用したかを判断し
ます。138製造物責任に関する訴訟において、州内の原告が
州外の被告の製品により裁判地州において損害を被った
場合、
「被告が裁判地州の消費者に購入されることを期待
して製品を商流に乗せたことは意図的に利益を受けようと
したことを示唆しうる」
としています。139しかしながら、重要
な点としては、製品を特定の州に意図的に向けているので
はなく、米国全体の市場に出している外国企業の場合は、
その州の特別管轄権の対象とはなりません。140自社の製品
が裁判地州に辿り着く可能性があることを外国企業が認識
していた事実だけでは、特別管轄権の成立には不十分で
す。むしろ、意図的受益の認定には、
「それ以上のもの、例え
ば、特定の州に関連したデザイン、広告、アドバイス、マー
ケティングやその他のもの」が必要になります。141さらに、
特定の原告の主張に無関係な被告の契約（法廷における
原告以外の者に対する商品の販売等）は、個別管轄権の
根拠となりません。142
138

法人格の否認と管轄権に関するエージェン
シー理論

一般論として、
「管轄区域内の子会社の接触について親会
社が責任を負うことはありません」。143よって、米国の裁判所
が、外国籍の親会社に対して裁判管轄権を行使するために
は、裁判所が、米国子会社ではなく、外国籍の親会社に対し
て一般管轄権または特別管轄権を有している必要があり
ます。ただし、裁判所は、
「法人格を否認」
し、二つの理論を
適用することによって、米国の管轄区域内における子会社
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いずれの理論においても、
「投資家の地位と一致する支配、
つまり、子会社の業績の監視し、子会社の財務および資本
予算決定の監督、および一般的方針の発信は、子会社の
これらは理論としては全く異なるものですが、現実問題とし 管轄区域を親会社に帰属させるために必要なレベルまで
て重複している部分があります。詳細なルールについては、 達しない」
とされています。149米国裁判所は、法人格を否認
米国のそれぞれの管轄区域によって異なりますが、いずれ することに消極的ですが、かかる主張と戦うことは費用およ
の理論においても、
「別個の法人として認識されるか否か
び時間を要する可能性があります。
については、
コーポレーションが別の主体の単なる手段と
米国に事業を設立する外国企業は、訴訟のリスクを完全に
なるような形で構成され、支配され、事業が遂行されている
払拭することはできませんが、上流の子会社および親会社
場合」145あるいは、それが「所有および支配する者の分身で
にかかるリスクを限定的なものにするために、取れる手段
ある」場合、別個の法人としては認識されません。法人格が
はあります。まずは、米国法人の設立を選択するということ
否認され、子会社が単なる分身であると判断されうる要因
です。本書の第II部で述べたように、
コーポレーション、有限
には、次のものが含まれます(i)適正な会社手続きを取って
責任会社ならびに特定のパートナーシップでは、有限責任
いない(ii)二つの法人について同じ取締役ならびに執行役
が供されます。すなわち、所有者は投下資本価値を失うこと
員を任命している(iii)不十分な資本(iv)親会社が子会社の
はあっても、法人のその他の債務について責任を負わされ
資産および従業員を親会社のものであるかのように扱う
るリスクはありません。米国子会社の執行役員と取締役は、
(v)子会社が虚偽的な行動または詐欺と同等の行動をとる。
（いくらかの重複は問題になりませんが）基本的には親会
代理理論に基づき、法人の形式要件が遵守された場合 社と異なる人物にすべきです。そして二つの法人の財務と
でも、原告の主張に関する子会社の管轄上の行為は、個 経営の隔離性が維持されるよう細心の注意を払う必要が
別管轄権の目的でその親会社に帰属される場合があり あります。さらに米国子会社には、その予期される事業と
ます。146 (i)子会社が親会社の代理人（エージェント）とし 債務をカバーするのに十分な資金があることが重要になり
て行動した、ならびに(ii)親会社が子会社に対して十分な ます。米国子会社の親会社による一定の監視は問題となり
支配を行使した場合です。147例えば、裁判所によっては、本 ませんが、親会社は、親会社が米国の管轄権および責任の
理論上、子会社の「目的が親会社の事業を遂行することの 対象となるリスクを実質的に高めない方法で米国子会社と
みである」148 場合、子会社は親会社のエージェントとして の関係を構築し、その管理をするうえで助言を求めるべき
行動していると認定しています。代理理論に基づき要求さ です。
れる子会社に対する親会社の支配の程度は、法人格否認
の法理に基づき要求される支配ほど大きくはなりません。
(i)「法人格の否認または分身理論」144と(ii)「エージェンシー
理論」
です。
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倒産
米国における倒産は主に
2種類で、チャプター
11 に基づく倒産とチャプ
ター7 に基づく倒産です。

チャプター11に基づく倒産

チャプター11の破産は、会社は、(a)「ソフト・ランディング」清算においてその全部
の資産を売却するか、
または(b)新たな資本および負債ストラクチャーによる確認
後に再編成し業務を継続することにより、会社のバランスシートを再編する機会を
有する点においてユニークです。チャプター11破産は、申立の提出により開始し、
これは任意（すなわち、債務者による届出）
または強制（すなわち、債権者による届
出。ただし、不適切に開始された場合結果として損害賠償が生じる可能性があるた
め、
これはまれである。）の場合があります。申し立てが提出されると、債務者および
その財産に対する全ての訴訟および債権回収活動は、
「自動停止」
と呼ばれる制度
に基づき停止されます。債務者は、
占有継続債務者として、その資産の占有権およ
び支配権を維持し、その業務運営を継続します。
チャプター11破産申し立ての届出後、債務者は、120日間の計画を提出する独占権
を有する期間を有します（この期間は裁判所により270日まで（これを超えることは
ない。）延長されることができ、かつ頻繁に延長される）。計画を確認するためには、
複数の要件を満たさなければなりません（(i)誠実に、法律により禁止される方法に
よらずに提案されること、および(ii)一般に、計画における各クラスの債権者のうち、
金額において3分の2、債権者数において半分により承認されることを含みます。計
画が確認されると、申立前に生じた全ての負債は計画の条項に従い免責されます。
債務者はその後、計画支払を行うことを要求され、計画の条項に拘束されます。
チャプター11破産の事案では、債務者は詳細な財務情報を開示することを要求
され、通常の過程を超える全ての行為につき破産裁判所の承認を取得しなけれ
ばならないため、
これは複雑な手続となります。既存の破産前貸主に対して貸付
が強制されることはできないため、現金担保の形として、または占有継続債務者
借入を通じて使用可能な現金を有することは、チャプター11破産を申し立てるた
めに必須となります。
小規模事業再編法（SBRA）は、近時、特に小規模事業債務者についてチャプター
11破産の時間および費用を最小化することを目的として、チャプター11破産法に
サブチャプターVを加えました。SBRAは、その負債の50%以上が事業または商業活
動から発生し、合計で2,725,625米ドル以下の非偶発の清算負債を有する債務者
に適用されます。1502021年3月27日までに、CARES法に基づき、清算負債の上限が
7,500,000米ドルまで増額されます。SBRAの主要な特徴は、(i)必要に応じ、事案に
対するサブチャプターV受託者の指名、(ii)根拠に基づき命令されない限り、債権者
委員会が指名されないこと、および(iii)債務者の開示届出書の削除を含みます。151

チャプター７に基づく倒産

チャプター7破産は清算を生じさせますが、チャプター11破産
と異なり、債務者が支配を維持するのではなく債務者を運
営するための管財人が指名されます。チャプター11破産に
基づき会社はより整理された方法で清算することができるた
め、チャプター7破産は通常、会社にとって最終手段となり
ます。チャプター7破産は、通常、事業を運営するための現金
が残っておらず借入ができない場合にのみ発動されます。

連邦法ではなく州法に基づく増加する代替手段は、債権者
の利益のための割当てとなります。
これは、資産の移転を定
める点でチャプター7破産と類似の機能を有しますが、管財
人を通じてではなく債権者に対する直接の資産の所有権の
譲渡により行われます。
この方法は、資産が、不動産または設
備等のハード・アセットではなく主にバーチャル・アセットで
ある場合（知的財産など）に、最も一般的に見られます（資産
を維持し、
または物理的に移転するために必要な現金を理由
とする）
。
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その他の検討事項
このガイドは、米国に対する投資に影響を及ぼす米国の
法律および規則の網羅的な要旨ではありません。非米国人
は米国へ投資しまたは米国で業務を開始する前に、(i)投資
が行われまたは事業が開始される特定の業界に適用される
法律および規則、(ii)米国アンチダンピング防止および
相殺関税法、および(ii)州および現地の法律も検討すべきです。
州および自治体は、頻繁に、増税融資、職業訓練および雇用
創出助成金、インフラ改良に関する公的融資、法人税控除、
投資税額控除、不動産税軽減、およびユーティリティ税免除
等の、経済発展インセンティブを提供します。
米国への投資を求める非米国人に影響を与える法律および
規則は絶えず変化し、このガイドは毎年更新されます。
このガイドでは、投資判断を行うにあたり考慮すべき全て
の要素を検討しているものではありません。米国に投資を
行いまたは米国内で業務を開始する前に法律カウンセル
と協議すべきです。
この資料は、法律の助言を構成せず、法律の助言として依拠
されるべきではありません。

Hogan Lovells
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注釈
1

2

3

ビジネス環境の現状2016: 経済ランキング、世界銀行グループ https://www.doingbusiness.org/en/rankings (最終アクセス日：2017年３月28日）
（ビジネスのしやすさのカテゴリ
ーで、米国は190カ国中第8位）。
世界の投資動向に関する報告書22、国連貿易開発会議 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d1_en.pdf で入手可（2015年の米国に対するFDIは3840億
ドルと推定され、第２位の中国を2210億ドル上回っている）。
2007年外国投資及び国家安全保障法（以下「FINSA」）によって修正された1950年国防産
業法（以下「DPA」）のセクション721を参照。
とりわけ、大統領は、
「(A) 支配権を行使する
外国の利害関係者が、国家の安全保障を損なう恐れのある行動をとりうると大統領が
信じるに足る確かな証拠があり、(B) 大統領の判断によれば、DPAならびに国際緊急経済
権限法以外の法の規定では、大統領が直面する問題について、国家の安全保障を守るた
めに十分かつ適切な権限が供されない場合」大統領には取引を阻止する権限がある。50
U.S.C. app. § 2170 (d) (4)（強調は筆者）。

4

2018年外国投資リスク審査現代化法、公法115-232（2018年8月13日）
タイトルXVII、サブ
タイトルA。

5

当事者は、義務的申出に代わるものとして任意届出を提出することを選択することができ
る。

6

2017年9月、
トランプ大統領は、中国が支援する購入者に対するLattice Semiconductor
Corporationの売却を阻止した。2018年3月、
トランプ大統領は、Broadcomに対するチッ
プ・メーカーQualcommの売却を阻止した。https://f.datasrvr.com/fr1/818/11321/CFIUS_Trump_Alert.pdf を参照。

7

2019年の活動状況に関するCFIUSの最新の年次報告書によれば、2017年から2019年
にかけてCFIUSが審査した取引のうち、最も多かったのは、中国系の買収案件だった。
https://home.treasury.gov/system/files/206/CFIUS-Public-Annual-Report-CY-2019.pdf
を参照。

8

有限責任とは、法人の活動または不作為については、所有者ではなくかかる法人が法的責
任を負うことを意味し、所有者の負担するリスクは、所有者が法人に対して投下した資本
価値を失うかもしれないことに限られる。参照：本書のセクションIX。

9

州務長官Jeffrey W. Bullockからのメッセージ、https://corp.delaware.gov/stats/（最終訪
問日2020年7月16日）。

10 ニューヨーク州およびコロンビア特別区は、
これらの管轄区域内で組成または運営される
LLCの所有の開示を要求する法令を制定したことに留意すること。法人の所有権またはそ
の他のコーポレートガバナンス事項の匿名性が必要な場合、現地法の助言が求められる
べきである。例えば、D.C. CODE §29-102.11 (2020)を参照。
11 さまざまな種類の法人の設立文書は、州によって英語での呼び名が異なる。デラウェア
法人は、certificate（定款）
（Certificate of IncorporationまたはCertificate ofFormation 等）を提出することにより設立する。他州においては、
これらの文書はArticles（定款）
（Articles of IncorporationまたはArticles of Formation等）
と呼ばれている。Certificate of IncorporationまたはArticles of Incorporationは、“charter”または“charter
document”と呼ばれる場合もある。本書においてはデラウェア法人に適用される用語を
用いており、デラウェア州における設立を想定している。
12 米国裁判所は、法人格を否認の決定において様々な要素を検討した（株主が法人の形式
要件を遵守しないこと、法人および株主の資産の混合、法人の資本不足、株主の個人的
取引のカバーとしての法人の利用、および詐欺を含む。）本書第XI項を参照。
13 「 S コーポーレーション」の所有権には特別なルールが適用される。S コーポーレーショ
ンとは、所得税の税務上、パススルー法人として取り扱われることを選択したコーポーレ
ーションのことである。S コーポーレーションの株主は100人以内に限定されており、その
全員が個人、適格な特定信託または遺産財団でなければならず、株主に非居住外国人が
含まれていてはならない。
このようにS コーポーレーションの株主になれる人または組織
の種類が限定されているため、原則として外国人投資家にとってSコーポーレーションは
いいオプションとはいえない。
この理由から、本書ではS コーポーレーションについて、
こ
れ以上述べていない。
14 ほとんどの州法の規定は、連邦法と軌を一にしているがそれぞれの州ごとの法的アドバイ
スを受けるべきである。

15 額面価格は主に歴史的概念ではあるが、
デラウエ州では、州内で設立された機関がデラウ
ェア州に支払う1年毎の税金であるフランチャイズ税を決定する。
16 本書第XI項を参照。
17 カリフォルニア州は近時、
カリフォルニア法人法を改正し、証券取引委員会に提出される
フォーム10-Kの年次報告において主たる執行事務所が所在する州としてカリフォルニア
を特定する全ての公開会社に、2019年末までに取締役会に1人以上の女性の取締役を
置くことを要求する上院法案826を可決したことに留意すること。2021年末までに、会社
の取締役会に就任することを要求される女性の取締役の最低人数は、取締役会に5人の
取締役がいる場合2人以上が女性でなければならず、取締役会が6人以上の取締役を有
する場合3人以上の取締役が女性でなければならないという内容で、取締役会の人数に
対応することとなる。
カリフォルニア法人法§301.3を参照。
これらの要件は、外国法人が
設立された法域の法律に関わらず、公開されている外国会社にも適用される。
カリフォル
ニア法人法§2115.5を参照。
これらの要件の適用を受け、指定された期限までに遵守し
なかった法人は、
カリフォルニア州務長官により罰金を科される。米国以外の単一の法域
から多くの数の取締役を指名する場合当該法域の税金が機関に課されるかが常に検討
されるべきである。取締役会の構成は、法人格を否認するかの判断における要素であるこ
とを検討することも重要である。本書第XI項を参照。
18 デラウェア州一般法人法§142(a)、DEL. CODE TIT.8、§142(a) (2018)。1人の個人が全て
の地位に就くことができるが、問題を避けるため、2人以上の個人を役員として指名するこ
とが望ましい（例えば、唯一の役員が活動不能となる場合。
また、銀行、土地所有者および
一定のその他の機関は、多くの場合二人目の役員による証明を要求する。）。大陸法の法
域と異なり、典型的に役員が法律文書に署名し、国内取引で委任状を使用することはまれ
である。
19 本書セクションXIを参照。
20 2017年税制改革法令の目的は、米国納税者が海外に無形資産を保有しその結果生じる
所得を外国法域に移動することを思いとどまらせることにより米国の税制基盤の侵食を
抑える新たなルールを制定することであった。
これらの新たなルールは、(i)特定の資産に
関し10%を超える管理対象外国法人の特定の所得における10%以上の米国株主に対す
る現在の課税を要求する、
グローバル無形資産低率課税所得（GILTI）条項、(2)外国関連
当事者に対する特定の支払の控除可能性を制限することにより事実上一定の米国の法
人納税者に最低限の税金を課す、税源侵食及び乱用防止税（BEAT）、および(3)外国の販
売およびサービスから米国法人納税者が獲得した一定の所得に対する実効法人税率を
13.125%に引き下げ外国から派生した無形資産所得（FDII）条項を含む。
21 一般的に、米国内の不動産の価値が、米国子会社の全資産の公正な市価の50%以上を
占める場合に、
コーポーレーションはかなりの量（significant amount）の米国不動産を
保有しているとみなされる。

26 口頭による契約は拘束力を有する可能性があるが、一定の契約は、法的強制力を持たせる
ために書面によらなければならない。
これらは、(i)その条項に従い1年以内に完了するこ
とができない契約、(ii)不動産の譲渡、(iii)500米ドル以上の価値の商品の売却（一定の例
外あり）、および(iv)保証契約に関する契約を含む。一般に、U.C.C.§2-201(AM. LWA INST.
2012)を参照。多くの州は、U.C.C.に類似の条項を採用したが、州により異なるため、現地
の助言を求めるのが最善である。
27 しかし、既に受領された給付に対する補償および既存の法的義務を履行するための約束
も、十分な法的対価を構成しない。本項は、本書第IV項で検討される雇用契約および合意
ではなく商業契約のみを取り扱う。
28 Eagle Force Holdings, LLC v. Campbell, 187 A.3d 1209 (Del. 2018) (citing Osborn ex rel.
Osborn v. Kemp, 991 A.2d 1153 (Del. 2010)を引用する。））
29 Id.
30 米国商業契約のドラフトまたはレビューの対象となっている契約には、契約の各ページの
冒頭に書類はドラフトであることまたは議論のみを目的とすることを示すヘッダーを入れ
ることが多い。
31 Eagle Force Holdings, LLC, 187 A.3d 1209（契約（第二）改定§33(2)を引用する。））
32 U.C.C. §§ 1-304, 2-103(1)(b) (2012).
33 N.Y. Gen. Oblig. Law § 5-1402 (2020).
34 米国においては、明確な形での雇用契約は、典型的には幹部や重要な従業員のみとしか
締結されず、幹部ではない一般の従業員は雇用契約を締結しない場合が大半である。米
国の組合の組織率は低く、民間セクターの従業員で組合に加入しているのはわずか6.7%
である。経済ニュースリリース、労働省労働統計局。民間セクターで組合加入者が最も多い
のは、公共事業、交通産業、倉庫業および建設業である。
35 公共政策の例外は州によって異なるが、一般に、禁止された行為の実行を拒絶したこと、
法律の違反を報告したこと、公の利益となる行為を行なったこと、
または法定の権利を
行使したことを理由に従業員が解雇される状況が対象となる。
「黙示契約」の理論に基づ
き、裁判所は、書面による契約がない場合でも、当事者の全般的な行動に基づき契約上
の義務が存在したと類推する可能性がある。かかる黙示の雇用契約は、通常、雇用保障
に関する口頭の表明、従業員ハンドブック若しくはマニュアル、雇用者および従業員間の
誠実及び公正取引の黙示に読み込まれる誓約、および約束的禁反言等の準契約の法理
から生じる。
36 29 U.S.C. §2102.  

22 アームズ・レングスの基準は、関係当事者を含む会社内取引に価格を付し、所得を適切に
反映するために参加者間で所得および経費を分配するために、米国内国歳入庁及び多く
のその他の法域の税務当局により使用される。一般に、
アームズ・レングスの基準に基づ
き、関係当事者取引の結果は、無関係の納税者が同等の状況において同等の取引を行っ
ていたならば実現されていたはずの結果と一貫していなければならない。

37 1964年の公民権法第VII 編（人種、肌の色、性別、宗教および出身国に基づいた差別を禁
止）、1967年雇用者年齢差別禁止法(40歳以上の個人を保護)、1990年の障害を持つアメ
リカ人法第I 編と第V 編（障害を持つ有資格の個人について、民間セクター、州・地方政府
における雇用差別を禁止）、1991年の公民権法（意図的な雇用差別に対する賠償金を規
定）。

23 本書第VI項に記載の通り、特定の州で機関を組成することは、米国における商標の使用可
能性についてデュー・デリジェンスを行うことと同じではないことに留意すること。組成州
は、機関が要請した名称が、当該州で既に登録されているものと区別可能かのみを判断す
る。同様に、機関の組成および名称の使用は、機関が商標を使用している限り、名称に対す
る最低レベルの保護を提供するが、以下に記載される通り、
（例えば）米国特許商標局に対
する商標登録の届出が提供するものと同様の、包括的な、
または全国的な名称に対する
知的財産権保護を提供しない。

38 https://www.eeoc.gov/eeoc/newsroom/wysk/enforcement_protections_lgbt_workers.
cfm.を参照

24 パートナーシップは、税務目的でコーポーレーションとして扱われることを選択することが
できる。
これは「チェック・ザ・ボックス規則による選択」
と呼ばれている。チェック・ザ・ボッ
クス規則による選択を行わない場合、パートナーシップではコーポレーションのように米
国で生じた所得のタイミングをコントロールすることはできない。パートナーシップの所得
は、現金の分配があったか否かにかかわらず自動的にパートナーにパススルーされる
（上
記のとおり、
リミテッド・ライアビリティ・カンパニーの場合も同様）。
25 伝統的には、文書の認証には、文書に社印を押印するか「seal（印）」
という単語を印字す
れば十分であった。今日においても、押印または「seal」
と印字すれば、文書に適用される
時効期限は延長することができる。ただし、現在、社印の使用は比較的希である。

43 除外例には以下が含まれる：(i)年齢が真正な職業資格である場合、(ii)年齢以外の合理的
な理由がある場合、(iii)真正な年功序列制度または見習い制度に規定する年齢関連の要
件を雇用主が守っている場合、(iv)雇用主が正当な理由により従業員を懲戒する場合。
44 PDA に基づく提訴は、第VII 編の枠組みを順守しなくてはならない。勝訴した原告には、
セクションIII(c)(1) に述べたすべての救済措置を受ける権利がある。
45 ADA では、
「障害」の定義から明確に除外されている疾患が複数ある。
これには、服装倒錯
症、性転換症、その他の性的行動に関する疾患、賭博癖、窃盗癖、放火狂、
または現在違法
薬物を使用している者が含まれる。ただし、薬物治療プログラムに参加、
あるいは完了した
者は、ADAにより保護される。.
46 29 U.S.C. §§ 201–219 (FLSA); 29 U.S.C. §§ 151–169 (NLRA); 29 U.S.C. §§
2601–2654 (FMLA).を参照。
47 賃金および労働時間の基準を規定するその他の連邦法としては、デービス・ベーコン法、
ウォルシュ・ヒーリー法およびサービス契約法があるが、
これらは連邦政府またはコロン
ビア特別区の仕事を受注した雇用主のみに適用される。
48 29 U.S.C. §§ 2601–2654.
49 資格を有する従業員」
とは、
「休暇申請を行う直前の12 ヶ月間において少なくとも1250 時
間勤務した従業員」
と定義される。
50 合法的な同性婚をしている有資格従業員は、配偶者または家族の看護介護をするために
FMLA休暇を取得することができる。
51 29 U.S.C. § 2614(a)。
トップ10%の給与グループに属する従業員については、復職規定の
適用が雇用主の事業に「著しい経済的困難」
をもたらす場合は、復職規定の適用は免除さ
れる。
52 https://www.hoganlovells.com/en/publications/taking-advantage-of-arbitration-as-aclass-action-safe-harborを参照。
53 Epic Systems Corp. v. Lewis, 138 S.Ct. 1612 (2018).を参照。
54 1986年の移民改革規制法 8 U.S.C. 1101（The Immigration Reform and Control Act of
1986, 8 U.S.C. 1101）により就労資格を持たないことを知りながら外国人を雇用したこと
を認めた雇用主には罰金を含む罰則が科される。
55 ビザ免除プログラムの参加国は、https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/
tourism-visit/visa-waiver-program.html に掲載。ESTA のウェブサイトは https://esta.cbp.
dhs.gov/esta/。
56 8 C.F.R. § 214.2(l)(1)(ii)(G)(1).を参照。
57 適格な専門職には、会計士、エンジニア、弁護士、薬剤師、科学者および教師が含まれるが
これらに限られない。NAFTA の職業リストは、8 CFR § 214.6 に掲載。

39 EEOCが「相当の理由」があったと認定した場合、当局には個人に代わって提訴する権利が
ある。
しかしこのような提訴は稀であり、典型的なケースとしては、職場における組織的な
差別に関するケースの時に行われる。

58 カナダおよびメキシコの国籍保有者は、米国滞在中に初回の滞在期間を延長することが
できる。あるいは、初回の滞在期間が満期になる前に米国を出国し、
（カナダ国籍保有者
は）国境/飛行前審査において本人がTN ビザの更新を申請し、
（メキシコ国籍保有者は）
米国大使館または領事館で新規のTN ビザを取得することができる。

40 これらの性質は、個人的外見、政治的所属、家族の責任およびその他の根拠を含むことが
できる。

59 https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/employment-based-immigrant-visas.html#numericalを参照。

41 例えば、
メリーランドおよびニューヨークは、2018年にセクシャル・ハラスメント防止法を制
定した。https://www.hlemploymentblog.com/2018/06/marylands-new-sexual-harassment-law/ and https://www.hlemploymentblog.com/2018/05/new-york-increases-efforts-end-sexual-harassment/を参照。

60 国際知的財産指数によれば、米国の指数は知的財産の保護ではトップ、2017年および
2016年については国別でもトップであった。

42 映画プロデューサーのハーヴェイ・ワインスタインは #MeTooムーヴメントを国民の意識
の最前線にもたらしたニューヨークタイムズの報道で話題となった。

61 Malathi Nayak, Costs Soar for Trade Secrets, Pharma Patent Suits, Survey Finds,
BLOOMBERG LAW (Sept. 10, 2019), https://news.bloomberglaw.com/ip-law/costssoar-for-trade-secrets-pharma-patent-suits-survey-finds.
62 2018年PWC特許訴訟研究、https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/
assets/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf において閲覧可能。
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82 Leegin Creative Leather Prods., Inc. v. PSKS, Inc., 551 U.S. 877, 888 (2007).
63 原則として、EARは、米国外で生産された品目であって、組み込まれている米国品目がデ
ミニミスレベル（最低限レベル）を下回るものについては、当該品目が米国内にない限り
は管理の対象としていない。イラン、北朝鮮、
スーダンならびにシリアへの輸出・再輸出に
ついては、適用されるデミニミスレベルのしきい値は10%である。その他のすべての仕向
地について一般的に適用されているデミニミスレベルのしきい値は25%である。15 C.F.R.
§ 734.4。
しかし、
「500シリーズ」ならびに「600シリーズ」の品目については、特別なデミ
ニミスレベルのルールが適用され、
これらの品目のデミニミスレベルとしては、0％、10%
、25%と仕向先国によって異なる。暗号品目についても特別なデミニミスルールが定めら
れている。
デミニミスレベルを計算するためのルールは非常に複雑で、
デミニミスレベルの
分析にも時間がかかる。
さらに、特定の場合においては、輸出者または再輸出者がデミニ
ミスルールに依拠する前に、計算結果を米国に提出し審査を受けることが求められる。
し
たがって、デミニミスルールの適用除外が該当するかどうかについては、弁護士の助言を
受けるべきである。
64 15 C.F.R. § 734.3 (a)(4).
65 15 C.F.R § 774、追録No.1 からNo.15 に規定。
66 最新リストは https://www.export.gov/article?id=Consolidated-Screening-List. に掲載。
67 15 C.F.R. § 744.21.
68 As set forth in 22 C.F.R. § 121.
69 See 22 C.F.R. Part 121.
70 通常は（特に初めて登録する場合は）、登録申請書とともにカバーレターを提出する。
カバーレターには、会社が登録を行う理由、そして、登録のために提出された書類を
DDTCが審査する際に知っておくべきいかなる特殊な企業構造についても説明をする必
要がある。
71 登録が必要な法人および個人いついてのさらなる情報はhttps://www.pmddtc.state.
gov/?id=ddtc_kb_article_page&sys_id= 7110b98edbb8d30044f9ff621f96192d.に掲載。
72 本書の出版時点における禁輸国は以下の通り：アフガニスタン、ベラルーシ、
ビルマ（ミャン
マー）
、中央アフリカ共和国、中国、
コートジボワール、キューバ、キプロス、
コンゴ民主共和
国、
エリトリア、配置、
イラン、
イラク、
レバノン、
リビア、北朝鮮、
ロシア、
ソマリア、南スーダン、
シリア、ベネズエラ、およびジンバブエ。
73 個人の使用に限定されており、収益事業ではない住宅用不動産への海外投資の場合
は、BE-13 の報告義務は発生しない。
74 米国は、オーストラリア、バーレーン、チリ、
コロンビア、イスラエル、
ヨルダン、モロッコ、
オマーン、パナマ、ペルー、
シンガポール、及び韓国とFTAを有する。https://ustr.gov/
trade-agreements/free-trade-agreementsを参照。
75 トランプ政権は、米国の業務利益に対する主張された不合理な貿易政策について中国を
罰するため（知的財産および投資の分野における政策を含む。）以下の行政措置を講じ
た。(a)洗濯機および太陽光商品の輸入に対する保護関税（1974年貿易法（その後の改正
を含む。））§201に基づく。）、(b)1962年貿易拡大法（その後の改正を含む。）§232の国家
安全保障条項に基づく、輸入されたスチール（25％）及びアルミニウム（10％）に対する重
要な関税、および(c)1974年貿易法（その後の改正を含む。）§301に基づく、全ての中国か
らの輸入の約半分に対する10％及び25％の関税を課す、その他の大統領措置を行った。
76 通関業者は、必要な通関申告書を作成および提出し期限が到来した税金の支払を手配
し、税関が保管する商品の解放のための措置を取り、
その他関税事項について依頼人を代
理するために税関により資格を得た民間の個人または機関である。
これらのサービスにつ
いて請求される手数料は、通関業者および履行されたサービスの範囲により異なる。

83 15 U.S.C. § 2.
84 Novell v. Microsoft, 731 F.3d 1064, 1074-75 (10th Cir. 2013)を参照。
85 15 U.S.C. § 18(a).
86 取引が資産、議決権付証券、
またはパートナーシップ/LLC持分の買収を含むかによって異
なる特別HSR評価ルールに加え、取引の評価において検討されなければならない特別合
算ルールもあることに留意すること。
87 例外は、16 C.F.R.§802.2及びHRS法、15 U.S.C.§18a(c)で見ることができる。
88 HSR法に基づき、
「議決権証券」は、取締役に関する現在の議決権を有する
（または、転換に
より当該権利を取得する）
ものをいう。
89 司法長官補佐Makan DelrahimはFordham大学ロー・スクールで見解を述べる、司法
省（2019年5月）、https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-fordham-university-school-lawにおいて閲覧可能。

106   https://www.fincen.gov/news/news-releases/financial-crimes-enforcement-network-provides-further-information-financial.を参照。
107   15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq.
108   18 U.S.C. § 78dd – 1(a) (2018).を参照。加えて、FCPA の会計に関する規定は、SEC に
   報告義務がある企業あるいはSEC に登録している証券を保有する企業に対して、その取
   引を反映した正確かつ公正な会計帳簿と記録を維持し、社内に十分な会計管理制度を
   保持することを義務づけている。18 U.S.C. § 78m (2018).を参照
109   米国司法省刑事部および米国証券取引委員会執行部、米国外国汚職行為防止法リソー
   ス・ガイド19（第二版、2020）、https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/
downloadで閲覧可能。
110   id. at 13.を参照。
111   Id.
112   18 U.S.C. §§ 78dd – 1-3 (2018)を参照。
113   18 U.S.C. § 78dd – 1(h) (2018)を参照。
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123   Id.
124   A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act at 29, available at
   https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/downloadを参照。
125   id. を参照。
126   id. at 29-30 を参照。
127   id. を参照。
128   id. を参照。
129   https://www.justice.gov./criminal-fraud/page/file/937501/downloadを参照。
130   一般的管轄権が成立するためには、外国籍被告の「州が実質的に被告の本拠地とな
   るほど、州との接触が相当に組織的かつ継続的でなければならない」Daimler AG 対
   Bauman, 134 S. Ct. 746, 761(2014 年)（引用文と引用符は省略）。
131   Id.
132   Tamburo v. Dworkin, 601 F.3d 693, 701 (7th Cir. 2010).

90 Michael E. Blaisdell、インターロッキング・マインドフルネス、連邦取引委員会（2019年6
月26日）、https://www.ftc.gov/news-events/blogs/competition-matters/2019/06/interlocking-mindfulness?utm_source=govdeliveryで閲覧可能。

114   FCPA の賄賂禁止条項とは異なり、FCPAの会計に関する規定は、
「発行者(issuer)」
では
   ない「国内関係者(domestic concerns)」には適用されない。15 U.S.C. § 78m(b)(2)を
   参照。

91 Pub. L. No. 107-56 (2001).

115   e.g., 18 U.S.C. § 78dd – 1(a) (2018)を参照。

92 Pub. L. No 107-56, 115 Stat. 322 (2001).を参照。FinCENは最近のプレスリリースに
て、COVID-19の影響による報告義務の「合理的な遅延」について許可しているが、影響を
受けた機関に対して遅延についての連絡を行うよう要請している。

116   A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act at 22, available at
   https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download.を参照。

134   Webb-Benjaminの枠組みでは、ペンシルバニア州裁判所は、ペンシルバニア州内で業」
   務を行うための外国会社の登録を、一般管轄権の対象となる
「承諾」
とみなす可能性が
   あり、ペンシルバニア州とは無関係の訴訟において被告に対する管轄権を主張し続ける
   可能性がある。Webb-Benjamine、192 A.3d 1133, 1137-38 (Pa. Super. Ct. 2018)。

117   18 U.S.C. § 78ff(c) (2018).

135   Daimler, 134 S. Ct. at 760を参照。

118   Id.

136   J. McIntyre Machinery, Ltd. 対 Nicastro, 131 S. Ct. 2780, 2788（2011 年）
（引用文は省略）

119   Id.

137   Wright, Miller, Kane, & Marcus, 4A Federal Practice and Procedure § 1069.

120   Id.

138   Id.

121   https://www.sec.gov/spotlight/foreign-corrupt-practices-act.shtmlを参照。

139   Nicastro, 131 S. Ct. at 2788 (quotation marks omitted).

122   18 U.S.C. § 78ff(a) (2018).

140  id. at 885 – 886. 2792 (889) (Breyer, J., concurring)を参照。

93 31 C.F.R. Chapter Xを参照。
94 BSA に規定される
「金融機関」の定義に含まれる機関等の一部はとしては、(i)預金加入保
険銀行、市中銀行、信託会社または個人銀行、(ii)米国内にある外資系銀行の代理店また
は支店、(iii)いかなる信用組合または財蓄金融機関、(iv)証券または商品のブローカーも
しくはディーラー、(v)投資金融業者または投資信託会社、(vi)通貨両替業者、
またはトラベ
ラーズチェック、郵便為替または類似品の発行者、償還者または現金出納係、(vii)クレジッ
トカードシステムのオペレーター、(viii)保険会社、(ix)貴金属や宝石のディーラー、(x)旅行
代理店、(xi)免許をする送金者または送金業に従事しているいかなる者。
これには、非公式
（インフォーマル）の送金システムに従事しているいかなる者や従来の金融機関システム
の外で、ビジネスとして国内または海外送金の手助け(facilitate)をする人のネットワーク
(xii)自動車、航空機、船舶を含む車両の販売を行う事業、(xiii)不動産のクロージングと取
引に関与している人、(xiv)特定のカジノならびに賭博施設、(xv)金融機関に許可されてい
る活動と類似する、関連する、
または代わりであると財務長官が規制に従い判断する活動
に従事するいかなるビジネスまたは代理店ならびに(xvi)現金取引が、税務、犯罪または規
制に関連した事柄において高い有用性を持つと財務長官が指定したいかなる他のビジネ
ス。31 U.S.C. § 5312 (a)(2)を参照。

142   Bristol-Myers Squibb Co. v. Superior Court, 137 S.Ct. 1773, 1781 (2017) を参照。
143   Purdue Research Foundation 対Sanofi-Synthelabo, S.A., 338 F.2d 773, 778（2003 年
   第７巡回区）。
144   「法人格の否認」
と
「分身理論」は、法的にはまったく異なる理論でありながらも、裁判所
   はしばしばこれらを区別することができず、同じ要素を適応する。

96 https://www.fincen.gov/resources/statutes-and-regulations/cdd-final-ruleを参照。

145    Forest Hill Corp. 対Latter & Blum, 29 So.2d 298, 302（Ala. 1947）
（引用符および引
   用文は省略）。

97 id.を参照。

146   Daimler, 517 U.S. at 135, n.13を参照
（一般的管轄権を証明するための広範な代理理論の
   使用を拒絶したが、
代理関係は個別管轄の分析に関連性を有することを付言した。
）
。

98 https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8300.pdf.を参照。
99 https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/fin105_cmir.pdf.を参照。

147   分身理論またはエージェンシー理論に基づき、子会社の行為について親会社に責任が
   あるか否かは、通常は州法に従い判断される問題で、その判断は州により異なる。
したが
   って、分身理論またはエージェンシー理論の要件の取り扱いは管轄区域によって異なる。

100   e.g., 18 U.S.C. § 1956 (2018).参照。
101   マネー・ロンダリング防止及びテロリズムの「欠陥」
との闘いの「欠陥」を有する法域の
   リストについて、https://www.fincen.gov/sites/default/files/advisory/2020-03-25/
FATF%20February%202020%20Advisory%20FINAL%20508_0.pdfを参照。

78 1930年関税法（その後の改正を含む。）§304（19 U.S.C. §1304）。税関規則パート134
（19 C.F.R. Part 134）
も参照。

103   https://home.treasury.gov/system/files/136/National-Strategy-to-Counter-Illicit-Financev2.pdfを参照。

79 15 U.S.C. § 1.

104   id.を参照。

80 No-Poachアプローチ、司法省（2019年9月30日）、https://www.justice.gov/atr/division-operations/division-update-spring-2019/no-poach-approach.において閲覧可能。
人材専門家に関する反トラスト・ガイダンス、司法省（2016年10月(https://www.justice.
gov/atr/file/903511/downloadにおいて閲覧可能）
も参照。

105   https://www.fincen.gov/news/news-releases/financial-crimes-enforcement-network-fincen-encourages-financial-institutionsを参照。

133   Goodyear Dunlop Tires Operations, S.A. v. Brown, 131 S. Ct. 2846, 2856-57
   (2011).

141   Id. at 2792 (889).

95 https://www.fincen.gov/resources/fincens-mandate-congressを参照。

77 北米自由貿易協定実施法、Pub. L. 103-182, 107 Stat. 2057（関税近代化または「Mod」法
として知られる。
）
タイトルVIは、米国への商品の輸入において輸入者が「合理的な注意」の
デュー・デリジェンスを行使することの明確な要件を定める。1930年関税法（その後の改正
を含む。）§484）
（19 U.S.C. §1484）、は、輸入された商品の持込、分類およびその価値の
決定、ならびにCBPが適切に税金を査定し、正確な統計を収集し、適用あるその他の法的
要件（もしあれば）が充足されたかを判断することを可能とするために必要なその他の情
報の提供において、登録輸入者が「合理的注意」を行使することを要求する。

81 Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36, 49-50 (1977).
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148   Central States v. Feiner Express World Corp., 230 F.3d 934, 940 (7th Cir. 2000).
149 City of Greenville v. Syngenta Crop Protection, 830 F. Supp. 2d 550, 555-56 (S.D. Ill.
2011).

102   金融行動タスク・フォース、取引によるマネー・ロンダリング：トレンド及び進展、2020
   年12月、http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/Trade-Based-Money-Laundering-Trends-and-Developments.pdf. で閲覧可能。

150   コロナウイルス支援、救済および経済安定法（CARES法）は、2020年3月28日から2021
   年3月27日までに届け出られた事案について、適格負債基準一時的に2,725,625米ドル
   から7,500,000米ドルに増額した。
151   11 U.S.C. §§ 1181–1195 (2020)を参照。
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of guides can help you smoothly conduct your
business, identify the legal snags, and determine
how best to maneuver:
Doing business in the United States

See other editions of our Doing business in
the Consumer Sector Series:
Doing business in Indonesia
Doing business in the UK
Doing business in Singapore
Doing business in Germany
Doing business in Vietnam
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