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Investigations Guidance from the US DOJ and 
UK SFO: Evaluating Compliance Programs & 
Corporate Co-operation  
 
Introduction 
 
As 2019 draws to a close, it is an opportune time to reflect on two 
significant publications from the US Department of Justice (the “DOJ”) 
and the UK Serious Fraud Office (the “SFO”). 
 
First, the DOJ released updated guidance on how it evaluates corporate 
compliance programs. The update is based around three fundamental 
questions: (i) whether the program is well designed, (ii) whether the 
program is being implemented effectively and (iii) whether the program 
works in practice. The update closes with a call for companies to 
continue to analysis their compliance programs to ensure that they 
remain effective and do not become stale. 
 
Second, the SFO has published its Corporate Co-operation Guidance. 
This is a first step for the SFO in circumstances where documents such 
as the DOJ’s Justice Manual and FCPA Corporate Enforcement Policy 
were published some time ago. Prior to the publication, there had been 
complaints that different approaches are taken by the DOJ and the SFO 
when it comes to corporate cooperation. The publication confirms that 
the approaches of the DOJ and SFO are different in certain respects, 
and it is important that corporates understand these differences if 
considering whether to cooperate with both the DOJ and the SFO.      
 
In this newsletter, we examine the DOJ’s updated guidance on the 
evaluation of corporate compliance programs and the SFO’s Corporate 
Co-operation Guidance in greater detail. 
 
DOJ issues updated guidance on corporate compliance 
programs 
 
The US DOJ unveiled updated guidance on its evaluation of corporate 
compliance programs on 30 April 2019 (the “Compliance Guidance”).  It 
expanded on previous guidance on this topic issued in February 2017. 
The Compliance Guidance explains how federal prosecutors will 
examine the effectiveness of a company’s compliance program at the 
time of an offence and at the time of a charging decision or resolution. 
 
The Compliance Guidance articulates three fundamental questions that 
prosecutors are expected to ask: 
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• Is the corporation’s program well designed? 
• Is the program being applied earnestly and in 

good faith? In other words, is the program being 
implemented effectively? 

• Does the corporation’s compliance program work 
in practice? 
 

In explaining the factors that prosecutors will examine to 
answer these questions, the Compliance Guidance offers 
helpful insight for companies to also assess their own 
compliance programs and detect and address any 
shortcomings. 
 
Is the corporation’s compliance program well 
designed? 
 
According to the Compliance Guidance, the starting point 
for prosecutors’ evaluation of a well-designed compliance 
program is risk assessment. Companies need to engage 
in ongoing assessment of risks presented by various 
factors, including “the location of its operations, the 
industry sector, the competitiveness of the market, the 
regulatory landscape, potential clients and business 
partners, transactions with foreign governments, 
payments to foreign officials, use of third parties, gifts, 
travel, and entertainment expenses, and charitable and 
political donations.” 
 
Proper resource allocation is key. The Compliance 
Guidance emphasizes that companies should allocate 
compliance resources to high-risk areas. Scarce 
resources should focus on high-risk transactions (such as 
“a large dollar contract with a government agency in a 
high-risk country”) rather than on “more modest and 
routine hospitality and entertainment.” Risk assessments 
should also be periodically updated over time as the 
company grows and as new risks are discovered through 
instances of misconduct. 
 
Two risk areas specifically emphasized are management 
of third-party relationships and proper due diligence of 
acquisition targets. Companies must do a deep dive into 
their third-party relationships and consider whether 
contract terms with third parties “specifically describe the 
services to be performed, that the third party is actually 
performing the work, and that its compensation is 
commensurate with the work being provided in that 
industry and geographical region.” With respect to 
acquisition targets, the Compliance Guidance stresses 
pre-acquisition due diligence to identify and cure any 
exposure posed by the acquired company. 
 
The Compliance Guidance also stresses that a well-
designed compliance program has robust policies and 
procedures, as well as training for its employees. Policies 
and procedures must deal with the range of different risks 

that the company faces and must be accessible by 
foreign employees. 
 
Training should likewise be provided based on risk and 
should include “all directors, officers, relevant employees, 
and, where appropriate, agents and business partners.” 
The training should be delivered “in a manner tailored to 
the audience’s size, sophistication, or subject matter 
expertise”, and it should “give practical advice or case 
studies to address real-life scenarios, and/or guidance on 
how to obtain ethics advice on a case-by-case basis as 
needs arise.” 
 
The DOJ also emphasized that employees should have 
clear and accessible ways to report misconduct. 
Confidential reporting mechanisms are essential, and 
companies must “rout[e] complaints to proper personnel,” 
investigate such complaints in a timely manner and 
engage in “appropriate follow-up and discipline.” Finally, 
it is important to “periodically analyse the reports or 
investigation findings for patterns of misconduct or other 
red flags for compliance weaknesses.” 
 
Is the program being applied earnestly and in good 
faith? In other words, is the program being 
implemented effectively? 
 
In addition to building a robust compliance program, as 
detailed in the Compliance Guidance, the DOJ will look to 
how the program is implemented to examine whether it is 
a “paper program” or one “implemented, reviewed, and 
revised, as appropriate, in an effective manner.” 
 
Part of this analysis is an examination of the company’s 
“tone at the top” – whether the company’s leadership has 
expressed a high commitment to a culture of compliance. 
The focus will not just be on whether management has 
issued communications and slogans touting compliance, 
but will also be on how management has led by example. 
“Have managers tolerated greater compliance risks in 
pursuit of new business or greater revenues? Have 
managers encouraged employees to act unethically to 
achieve a business objective, or impeded compliance 
personnel from effectively implementing their duties?” 
 
Autonomy and resource allocation are important. 
Companies should evaluate whether those responsible 
for compliance have: “(1) sufficient seniority within the 
organization; (2) sufficient resources, namely, staff to 
effectively undertake the requisite auditing, 
documentation, and analysis; and (3) sufficient autonomy 
from management, such as direct access to the board of 
directors or the board’s audit committee.” The 
Compliance Guidance acknowledges, however, that 
these factors will also depend on the size, structure, and 
risk profile of the particular company. 
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Does the corporation’s compliance program work in 
practice? 
 
Companies’ compliance programs must work effectively 
to identify and remediate misconduct. Prosecutors will 
examine “whether and how the misconduct was detected, 
what investigation resources were in place to investigate 
suspected misconduct, and the nature and thoroughness 
of the company’s remedial efforts.” The Compliance 
Guidance notes that the mere existence of misconduct 
will not be taken as a sign that a program was ineffective. 
 
Comparison with the UK & a call by the DOJ to 
ensure that compliance programs continue to evolve 
 
Despite various calls for better guidance from the SFO on 
what it looks for when evaluating a company’s 
compliance systems and controls, the SFO has not 
indicated that it will not publish similar guidance to the 
DOJ’s Compliance Guidance. We discuss below, 
however, co-operation guidance that the SFO has issued 
during the course of 2019.  
 
Finally, the Compliance Guidance encourages 
companies not to rest on their laurels, because “one 
hallmark of an effective compliance program is its 
capacity to improve and evolve.” Continuing analysis of 
the compliance program, including periodic deep dives 
into potentially risky or problematic areas, will help inform 
prosecutors when they “consider whether the company 
has engaged in meaningful efforts to review its 
compliance program and ensure that it is not stale.” 
 
***************************************************************** 
 
What does the SFO’s Corporate Cooperation 
Guidance Mean for Companies Under 
Investigation by both the SFO and DOJ? 
 
Companies facing cross-border investigations by both the 
UK SFO and US DOJ have long complained of the 
different approaches taken by the authorities when it 
comes to cooperation. For example, the SFO often 
prefers companies not to conduct interviews during 
internal investigations (claiming that this “tramples the 
crime scene”), whereas DOJ often expects it. This can 
lead to difficult decisions for those who want to cooperate 
with both authorities. 
 

Until now, the US has been more prescriptive in its 
requirements through guidance such as the Justice 
Manual and the FCPA Corporate Enforcement Policy, 
whereas the SFO has steered away from issuing similar 
written guidance. Instead, to understand what might be 
expected of the SFO in this context, UK corporates 
referred to a short paragraph on cooperation in the 
Deferred Prosecution Agreements (“DPA”) Code of 

Practice, or relevant commentary in Sir Brian Leveson’s 
various DPA judgments.  
 

However, on 16 August 2019, the SFO published its own 
Corporate Co-operation Guidance (see SFO: Corporate 
Co-operation Guidance (the “Cooperation Guidance”)).  
 

Key aspects of the Guidance 
 

The Cooperation Guidance covers a range of topics 
around providing evidence and information and dealing 
with individuals.  As you might expect, there are plenty of 
synergies with DOJ guidance around preserving and 
providing relevant material.  
 

However, the Cooperation Guidance does not attempt to 
bridge the gaps in other key areas and will therefore only 
serve to reinforce existing concerns about the differing 
approaches. The silver lining is that the Guidance will 
allow US colleagues and clients to get up to speed more 
quickly on the SFO’s expectations.  
 

The following provisions are particularly important for 
those under investigation by both the DOJ and the SFO:   
 
• Self Reporting 

 
The Cooperation Guidance confirms the SFO’s 
preference for companies to consult with it “in a 
timely way” before interviewing either potential 
witnesses or suspects or “taking personnel/HR 
actions or taking other overt steps”. Depending on 
the circumstances, this approach could lead to a 
company self-reporting a potential issue to the SFO 
before the company understands what the issue is, 
or even whether it has a real issue in the first place.  
 
We suspect that UK corporates will find this aspect 
of the Guidance difficult to navigate. Notably, the 
DOJ FCPA Corporate Enforcement Policy does not 
require companies to consult with DOJ prior to 
witness interviews. But it does permit DOJ to require 
companies to defer certain investigative steps 
(including potential witness interviews) for “de-
confliction purposes”. And DOJ may consider “de-
confliction” as a factor in evaluating cooperation 
credit.  

 
• Documents 

 
The Cooperation Guidance suggests that material 
held abroad which is under the “possession or 
control” of the company should be provided. This 
element of the Cooperation Guidance reinforces the 
trend of authorities bypassing slow, crossborder 
mutual legal assistance requests. Indeed, the 
Guidance mirrors DOJ’s FCPA Corporate 

https://www.sfo.gov.uk/download/corporate-co-operation-guidance/
https://www.sfo.gov.uk/download/corporate-co-operation-guidance/
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Enforcement Policy (see DOJ: FCPA Corporate 
Enforcement Policy), which requests that companies 
provide “overseas material”.  
 
Given that material provided voluntarily to one 
authority will often be provided to the other, these 
cross-border document requests can create a risk of 
investigation scope creep on both sides of the 
Atlantic.  
 

• Employees 
 
The Cooperation Guidance suggests that 
companies should identify suspected wrongdoing 
and criminal conduct “together with the people 
responsible, regardless of their seniority or position 
in the organisation”. This reinforces the SFO’s focus 
on companies taking an active approach to 
identifying individual culpability. Such an approach is 
similar to DOJ requirements of the Justice Manual 
(see DOJ: Justice Manual), which incorporates the 
Yates Memo’s guidance on individual accountability.  
 
Under DOJ guidance, however, companies are 
asked only to provide “all relevant facts” regarding 
all individuals substantially involved in or responsible 
for the misconduct at issue, which could be seen as 
stopping short of actually attributing responsibility for 
wrongdoing.  

 
• Privilege 

 
It is no secret that the SFO wants companies to 
waive privilege over their internal investigations and, 
in particular, witness accounts and key documents 
shown to witnesses. Although the Cooperation 
Guidance confirms that it will not penalise those 
companies who do not waive privilege, it makes 
clear that without it, a company cannot obtain credit 
for “cooperation” as a factor against prosecution 
under the DPA Code.  

 
This may be an area of real UK/US tension, given 
that DOJ does not expect a waiver of privilege. In 
fact, DOJ explicitly states in the Justice Manual that 
eligibility for cooperation or voluntary self-disclosure 
credit is not in any way predicated upon waiver of 
the attorney-client privilege or work product 
protection. But under US law, a waiver of privilege 
for one purpose (even if specific and limited) 
generally constitutes a waiver for all purposes 
(whereas English law recognises a limited waiver of 
privilege). Companies may therefore have to make a 
tough choice when facing investigations involving 
both the SFO and DOJ and/or other US authorities. 

 
 

• Independent Counsel Certification 
 
A surprising and contentious addition to the 
Cooperation Guidance is that if a company does 
want to assert privilege over investigation materials, 
it will be expected to provide “certification by 
independent counsel that the material in question is 
privileged”. It will be interesting to see how this plays 
out in practice, given the potential time and cost of 
obtaining such certification and a potential element 
of uncertainty around the ultimate determination. 

 
Conclusion 
 
The publication of the DOJ’s Compliance Guidance and 
the SFO’s Cooperation Guidance will assist companies in 
their dealings with the respective authorities, but they 
also confirm that the approaches of the DOJ and SFO 
are different in certain respect. It is therefore important 
that companies understand these differences when faced 
with the possibility of having to engage in parallel DOJ 
and SFO investigations.      
 
About our Governmental Investigations Practice 
 
The authors of this article, Katherine Kirkpatrick 
(Chicago) and Aaron Stephens (London) are lawyers at 
King & Spalding.  Our firm’s Government Investigations 
practice is comprised of over 100 lawyers in 14 offices 
globally, making it one of the largest and most respected 
such practices in the world. 
 
The group consists of over 40 former federal prosecutors 
is dedicated to a variety of government and internal 
investigations, including landmark international anti-
corruption matters. We assist clients in a wide variety of 
industries with every aspect of FCPA counseling and 
representation, and have led multinational investigations 
involving approximately 80 countries. Further, it has 
handled investigations before 73 of the 93 U.S. 
Attorneys' Offices in the United States and every litigating 
division of the Justice Department. It also has appeared 
before the Securities and Exchange Commission and all 
12 of its Regional Offices, as well as all its specialized 
enforcement units. 
 
Our Government Investigations lawyers also have 
extensive experience advising companies on compliance 
issues, and the team includes former in-house legal 
counsel and compliance professionals from Global 
Fortune 100 corporations. 
 
Law360 has named it "White Collar Practice Group of the 
Year". The team also has been ranked by Global 
Investigations Review (GIR) as one of the top 
investigations practices in the world every year that GIR 
has conducted this survey. 

https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/838416/download
https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/838416/download
https://www.justice.gov/jm/justice-manual
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Resources & Links 
The following links provide access to further King & Spalding Dispute Resolution and Crisis Management 
publications. 

 

Internal Investigation: General Counsel’s Decision 
Tree For Internal Investigations 

 

Anti-Corruption Enforcement: A Brewing Anti-
Corruption Enforcement Storm: Private Equity 

Investments in Sub-Saharan Africa 
 

DOJ Guidance: DOJ Focuses on Company Culture 
in Updated Guidance on Corporate-Compliance 

Programs 
 

Anti-Corruption Enforcement: Continued Anti-
Corruption Enforcement by Multilateral 
Development Banks Highlights Risks 

DOJ Guidance: DOJ Issues Guidance for Evaluating 
a Business Organization's Inability to Pay a Criminal 

Fine or Penalty 
 

SEC Enforcement Actions: Messages for 
Public Companies from the SEC’s Spate of 

September Enforcement Actions 

OFAC: OFAC Publishes “A Framework for 
Compliance Commitments” 

 

Data Privacy: Data Privacy & Transfer in 
Russian Investigations 

CFIUS: CFIUS Proposes New Rules Scrutinizing 
Foreign Investment 

 

Latin America Enforcement: Latin America 
Enforcement Review - Q3 2019 

 

 

Investigations Recognition: GIR Names King & 
Spalding to List of Top 30 Global Investigations Firms 

for Fifth Year 

Asia-Pacific Recognition: Chambers Asia-
Pacific 2020 Recognizes King & Spalding 

Among the Region’s Top Firms 

Latin America Recognition: Legal 500 Latin America 
2019 Ranks King & Spalding Among the Region’s Top 

International Firms  

Market Recognition: U.S. News and Best 
Lawyers Recognizes 41 King & Spalding 

Practices in its 2020 “Best Law Firms” Guide  

Data Recognition: Global Data Review Names 
Phyllis Sumner to its Women in Data 2019 List 

Case News: Xerox Restructures FUJIFILM 
Relationship, Will Receive $2.3B from Related 

Transactions 

Partner Hire: Former FBI Chief of Staff Zack Harmon 
Returns to King & Spalding 

Partner Hire: Former Director of National 
Intelligence Dan Coats Rejoins King & Spalding 

in Washington, D.C. 

Legal Updates 
 

 King & Spalding News 
 

https://www.kslaw.com/blog-posts/general-counsels-decision-tree-for-internal-investigations
https://www.kslaw.com/blog-posts/general-counsels-decision-tree-for-internal-investigations
https://www.kslaw.com/attachments/000/007/229/original/africa-bulletin-September-2019.pdf?1569273521
https://www.kslaw.com/attachments/000/007/229/original/africa-bulletin-September-2019.pdf?1569273521
https://www.kslaw.com/attachments/000/007/229/original/africa-bulletin-September-2019.pdf?1569273521
https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/criminal/practice/2019/doj-focuses-on-company-culture-in-updated-guidance-on-corporate-compliance-programs/
https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/criminal/practice/2019/doj-focuses-on-company-culture-in-updated-guidance-on-corporate-compliance-programs/
https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/criminal/practice/2019/doj-focuses-on-company-culture-in-updated-guidance-on-corporate-compliance-programs/
https://www.kslaw.com/news-and-insights/continued-anti-corruption-enforcement-by-multilateral-development-banks-highlights-risks-for-non-compliant-companies
https://www.kslaw.com/news-and-insights/continued-anti-corruption-enforcement-by-multilateral-development-banks-highlights-risks-for-non-compliant-companies
https://www.kslaw.com/news-and-insights/continued-anti-corruption-enforcement-by-multilateral-development-banks-highlights-risks-for-non-compliant-companies
https://www.kslaw.com/news-and-insights/doj-issues-guidance-for-evaluating-a-business-organizations-inability-to-pay-a-criminal-fine-or-penalty
https://www.kslaw.com/news-and-insights/doj-issues-guidance-for-evaluating-a-business-organizations-inability-to-pay-a-criminal-fine-or-penalty
https://www.kslaw.com/news-and-insights/doj-issues-guidance-for-evaluating-a-business-organizations-inability-to-pay-a-criminal-fine-or-penalty
https://www.kslaw.com/news-and-insights/messages-for-public-companies-from-the-secs-spate-of-september-enforcement-actions
https://www.kslaw.com/news-and-insights/messages-for-public-companies-from-the-secs-spate-of-september-enforcement-actions
https://www.kslaw.com/news-and-insights/messages-for-public-companies-from-the-secs-spate-of-september-enforcement-actions
https://kslawemail.com/77/5293/pages/article4.asp
https://kslawemail.com/77/5293/pages/article4.asp
https://globalinvestigationsreview.com/jurisdiction/1006214/russia
https://globalinvestigationsreview.com/jurisdiction/1006214/russia
https://www.kslaw.com/blog-posts/cfius-proposes-new-rules-scrutinizing-foreign-investment-2
https://www.kslaw.com/blog-posts/cfius-proposes-new-rules-scrutinizing-foreign-investment-2
https://www.kslaw.com/news-and-insights/q3-2019-latin-america-enforcement-review
https://www.kslaw.com/news-and-insights/q3-2019-latin-america-enforcement-review
https://www.kslaw.com/news-and-insights/gir-names-king-spalding-to-list-of-top-30-global-investigations-firms-for-fifth-year
https://www.kslaw.com/news-and-insights/gir-names-king-spalding-to-list-of-top-30-global-investigations-firms-for-fifth-year
https://www.kslaw.com/news-and-insights/gir-names-king-spalding-to-list-of-top-30-global-investigations-firms-for-fifth-year
https://www.kslaw.com/news-and-insights/chambers-asia-pacific-2020-recognizes-king-spalding-among-the-regions-top-firms
https://www.kslaw.com/news-and-insights/chambers-asia-pacific-2020-recognizes-king-spalding-among-the-regions-top-firms
https://www.kslaw.com/news-and-insights/chambers-asia-pacific-2020-recognizes-king-spalding-among-the-regions-top-firms
https://www.kslaw.com/news-and-insights/legal-500-latin-america-2019-ranks-king-spalding-among-the-regions-top-international-firms
https://www.kslaw.com/news-and-insights/legal-500-latin-america-2019-ranks-king-spalding-among-the-regions-top-international-firms
https://www.kslaw.com/news-and-insights/legal-500-latin-america-2019-ranks-king-spalding-among-the-regions-top-international-firms
https://www.kslaw.com/news-and-insights/us-news-and-best-lawyers-recognizes-41-king-spalding-practices-in-its-2020-best-law-firms-guide
https://www.kslaw.com/news-and-insights/us-news-and-best-lawyers-recognizes-41-king-spalding-practices-in-its-2020-best-law-firms-guide
https://www.kslaw.com/news-and-insights/us-news-and-best-lawyers-recognizes-41-king-spalding-practices-in-its-2020-best-law-firms-guide
https://www.kslaw.com/news-and-insights/us-news-and-best-lawyers-recognizes-41-king-spalding-practices-in-its-2020-best-law-firms-guide
https://www.kslaw.com/news-and-insights/global-data-review-names-phyllis-sumner-to-its-women-in-data-2019-list
https://www.kslaw.com/news-and-insights/global-data-review-names-phyllis-sumner-to-its-women-in-data-2019-list
https://www.kslaw.com/news-and-insights/xerox-restructures-fujifilm-relationship-will-receive-23b-from-related-transactions
https://www.kslaw.com/news-and-insights/xerox-restructures-fujifilm-relationship-will-receive-23b-from-related-transactions
https://www.kslaw.com/news-and-insights/xerox-restructures-fujifilm-relationship-will-receive-23b-from-related-transactions
https://www.kslaw.com/news-and-insights/former-fbi-chief-of-staff-zack-harmon-returns-to-king-spalding
https://www.kslaw.com/news-and-insights/former-fbi-chief-of-staff-zack-harmon-returns-to-king-spalding
https://www.kslaw.com/news-and-insights/former-director-of-national-intelligence-dan-coats-rejoins-king-spalding-in-washington-dc
https://www.kslaw.com/news-and-insights/former-director-of-national-intelligence-dan-coats-rejoins-king-spalding-in-washington-dc
https://www.kslaw.com/news-and-insights/former-director-of-national-intelligence-dan-coats-rejoins-king-spalding-in-washington-dc
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Stuart Isaacs, QC** Emerson Holmes (Partner) Simon Dunbar (Partner) Elodie Dulac (Partner) 
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   English Barrister 
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New York & England 
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France & Cambodia* 
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米国 DOJ および英国 SFO の調査ガイドライン：  
コンプライアンス プログラムおよび企業協力に関する

評価 

はじめに 

2019 年も終わりに近づき、米国司法省（「DOJ」）および英国重大不正

監視局（「SFO」）による 2 つの重要な公表内容について振り返るのに最

適な時期を迎えました。 
 
第一に、DOJ が、企業コンプライアンス プログラムの評価方法に関する

改訂版ガイダンスを発表しました。改訂は、次の 3 つの基本的な観点に基

づくものです。すなわち、(i)企業コンプライアンス プログラムが適切に

策定されているか否か、(ii)プログラムが効果的に実施されているか否か、

また(iii)プログラムが実務において機能しているか否かという点です。改

訂版の結びでは、企業に対して、各社のコンプライアンス プログラムが

有効性を維持し、常に最新であることを確保するため、自らのコンプライ

アンス プログラムの分析を継続することが求められています。 
 
第二に、SFO が、企業協力ガイダンスを公表しました。これは、DOJ の司

法マニュアルや FCPA 違反企業に対する執行方針のような文書が先行して

公表されている状況において、SFO にとっての最初の一歩となります。

SFO のガイダンスが公表される前は、企業による捜査協力が問題となる場

合に、DOJ と SFO によるアプローチが異なることについて不満が出てい

ました。今回公表されたガイダンスは、いくつかの面で DOJ と SFO のア

プローチが異なることを明示しており、企業は、DOJ と SFO の双方と捜

査協力を行うか否かを判断する場合には、そのような相違点を理解するこ

とが重要です。  
 
本稿において、当職らは、企業コンプライアンス プログラムに関する

DOJ の改訂ガイダンスと SFO の企業協力ガイダンスについて、より詳し

く検証します。 
 
DOJ が企業コンプライアンス プログラムに関するガイダンスを更

新 

2019 年 4 月 30 日に、米国司法省が、企業コンプライアンス プログラムに
関するガイダンス（「コンプライアンス ガイダンス」）の更新を発表し、

2017 年 2 月に発表された本トピックに関する従前のガイダンスを拡充し

ました。コンプライアンス ガイダンスでは、違反の時点および起訴の決

定または解決の時点において、連邦検察官が企業のコンプライアンス プ
ログラムの有効性をどのように検証するかについて説明されています。 
 
コンプライアンス ガイダンスでは、検察官が投げ掛けると考えられる 3
つの基本的な質問が明確に示されています。 

東京オフィスの紹介： 

本 12 月号では、当事務所のグローバ

ルなオフィスネットワークからの法律

および業界の最新情報をお届けしま

す。今回の選択は、お客様が世界中の

事業運営および投資において直面する

さまざまな問題に関わってきた当事務

所の経験に基づいています。 
 
本号をお楽しみいただけることを願う

とともに、現在貴社のビジネスに影響

のある事項がございましたらいつでも

ご相談に応じさせていただきます。 
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• 企業のプログラムは、適切に策定されている

か？ 
• プログラムは、意欲的に誠意をもって適用され

ているか？ 言い換えれば、プログラムは、効

果的に実施されているか？ 
• 企業のコンプライアンス プログラムは、実務に

おいて機能しているか？ 

コンプライアンス ガイダンスにおいては、検察官がこれ

らの質問に対する答えを出すために検討する要素が説明

されており、その中では、企業が自社のコンプライアン

ス プログラムを評価し、欠点を発見し、対処するために

も有用な洞察が示されています。 
 
企業のコンプライアンス プログラムは、適切に策定され
ているか？ 
 
コンプライアンス ガイダンスによれば、適切に策定され

たコンプライアンス プログラムの検察官による評価の出

発点は、リスク査定とされています。企業は、さまざま

な要素が示すリスクについて継続的に査定を実施する必

要があり、かかる要素には、「自社の営業場所、産業分

野、市場の競争状態、規制状況、潜在顧客およびビジネ
ス パートナー、外国政府との取引、外国政府官僚への支
払、第三者の使用、贈答・出張・接待費、ならびに慈善
寄付および政府献金」が含まれます。 
 
適切なリソースの割当てが肝要です。コンプライアンス 
ガイダンスでは、企業は、リスクの高い分野にコンプラ

イアンスのリソースを割り当てるべきであると強調され

ています。リソースが乏しい場合には、リソースは、

「穏当で習慣的な接待や娯楽」ではなく、高リスクの取

引（「高リスク国における政府機関との高額な契約」等）

に向けられるべきです。また、リスク査定の在り方は、

企業の成長とともに、そして不正行為の発生により新た

なリスクが発見されるとともに、時を経て定期的に更新

されるべきです。 
 
特に強調されているのが、第三者との関係の管理および

買収ターゲットの適切なデューデリジェンスという 2 つ

のリスク分野です。企業は、第三者との関係について、

深く掘り下げ、第三者との間の契約条件が「履行される

べき業務を具体的に記載している」か否か、「当該第三
者が実際に業務を履行すること、ならびに報酬が、業界
および現地において提供されている業務に対して相応で
あること」を検討しなければなりません。買収ターゲッ

トについては、コンプライアンス ガイダンスにおいて、

買収先企業がもたらすリスクを特定し、解消するための、

買収前のデューデリジェンスが重視されています。 
 
コンプライアンス ガイダンスでは、適切に策定されたコ

ンプライアンス プログラムに強固なポリシーおよび手続

ならびに社員向けの研修が含まれていることも重視され

ています。ポリシーおよび手続は、企業が直面する異な

るリスクの範囲に対処するものでなければならず、また

海外の社員がアクセス可能なものでなければなりません。 
 
研修もまたリスクに応じて実施されるべきであり、「全
ての取締役、役員、関与する社員、ならびに適宜、代理
人およびビジネス パートナー」を対象に含めるべきです。

研修は、「対象者の規模、知識の度合い、または対象事
項の専門性に応じた形」で実施されるべきであり、「実
際のシナリオを用いた実務的なアドバイスやケーススタ
ディ、および／または必要に応じてケースバイケースで
倫理上のアドバイスを得る方法について、ガイダンスを
提供」すべきです。 
 
また DOJ が強調している点は、社員が、不正行為を通報

するための明確かつアクセス可能な手段を有するべきで

あるということです。秘密裡に通報するためのメカニズ

ムが最重要であり、企業は、「適切な人員に苦情を伝達」

し、かかる苦情を適時に調査し、「適切なフォローアッ
プおよび懲戒処分」を行わなければなりません。最後に、

「内部通報または調査により判明した内容を定期的に分
析し、不正行為またはその他のコンプライアンスの弱点

を示す危険信号のパターン把握する」ことが重要です。 
 
プログラムは、意欲的に誠意をもって適用されている
か？ 言い換えれば、プログラムは、効果的に実施され
ているか？ 
 
強固なコンプライアンス プログラムの構築に加え、コン
プライアンス ガイダンスに詳述されるように、DOJ は、

プログラムがどのように実施されているかに目を向け、

「紙の上のプログラム」ではないか、またそれが「有効
な方法で実施され、適宜検証され、改訂されている」か

否かを検証します。 
 
この分析の一環として、企業の「トップの姿勢」、すな

わち企業の幹部がコンプライアンスのカルチャーに対し

て強い決意を表明しているか否かが検証されます。経営

陣がコンプライアンスを強く求める連絡やスローガンを

発したか否かが注視されるだけでなく、経営陣がいかに

模範を示して主導したかという点も注視されます。「経
営陣は、新規事業や売上げ増大を追い求めるにあたって、
コンプライアンス上のリスクの高まりを容認していない
か。経営陣は、従業員に対して、事業上の目的を達成す
るために倫理に反して行動することを助長したり、コン
プライアンス担当者が職務を効果的に実施するのを妨げ
たりしていないか。」という点が挙げられています。 
 
自立性とリソースの割当てが重要です。企業は、コンプ

ライアンス担当者が、「(1) 組織内で十分に上位の立場に
あるか；(2) 十分なリソース、すなわち必要な監査、文書
化および分析を効果的に実施するためのスタッフを有し
ているか；ならびに(3) 取締役会または取締役会監査委員

会への直接アクセス等、経営陣からの十分な自立性を有
しているか」を自己診断すべきです。一方、コンプライ

https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
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アンス ガイダンスでは、これらの要素が、特定の企業の

規模、組織およびリスク特性にも左右されることが示さ

れています。 
 
企業のコンプライアンス プログラムは、実務において機
能しているか？ 
 
企業のコンプライアンス プログラムは、不正行為を特定

し、是正するために効果的に機能しなければなりません。

検察官は、「不正行為が検出されていたか否か、またい
かに検出されたか、不正行為と疑われる行為を調査する
ためにどのような調査リソースが存在するか、そして企
業の是正措置の性質と徹底度」を検証します。コンプラ

イアンス ガイダンスは、不正行為の存在自体が、プログ

ラムが効果的でないことの兆候であるとみなさないとし

ています。 
 
英国との比較およびコンプライアンス プログラムが進化
し続けることについての DOJ による要請 
 
企業のコンプライアンス体制や統制の評価に際して SFO
が何に着目するのかに関して、SFO に対し、ガイダンス

の改善を求める様々な要請があったのにもかかわらず、

これまで SFO からは、DOJ のコンプライアンス ガイダ

ンスに相当するガイダンスの公表に関する表明はありま

せん。しかし、SFO は 2019 年中に捜査協力に関するガ

イダンスを発表しており、これについては後で考察しま

す。 
 
最後に、コンプライアンス ガイダンスは、企業に対して、

自らの良好な現況に満足しないように促しています。そ

れは、「効果的なコンプライアンス プログラムである証
しの一つが、改善し、進化する能力である」ためです。

潜在的にリスクを伴うか、問題のある分野の定期的な掘

り下げを含むコンプライアンス プログラムの継続的分析

は、検察官が「企業が、自らのコンプライアンス プログ
ラムを検証し、常に最新であるよう確保する上で意味の
ある努力をしたか否かを判断する」際の手掛かりとなり

ます。 
 
************************************************** 
 
SFO の企業の捜査協力に関するガイダンスは、SFO
と DOJ の双方の調査を受けている企業にとって、

何を意味しますか？ 
 
SFO と DOJ の双方によるクロスボーダーの調査に直面し

ている企業は、協力のことになると、両当局によるアプ

ローチが異なることについて長い間不満を漏らしてきま

した。例えば、SFO は、企業が社内調査中に面談を行う

ことは、（それにより「事件現場を踏み荒らす」ことに

なると主張して）好ましくないとすることが多い一方、

DOJ は、面談の実施を期待することの方が多いのです。

これは、両当局との協力を希望する企業にとって、決定

が困難な事態につながりうるものです。 
 
これまで、米国は、司法マニュアルや FCPA 違反企業に

対する執行指針等のガイダンスにより、要件をより積極

的に示してきました。一方、SFO は、同様の書面による

ガイダンスの発表を避けてきました。その代わりに、こ

の関係において SFO がどのように対応する可能性がある

かを把握するために、英国法人は、訴追延期合意

（「DPA」） 実施規程における協力に関する短い規定や

ブライアン・レブソン卿の DPA に関する様々な判決にお

ける解説の関連部分を参照してきました。 
 
しかし、2019 年 8 月 16 日、SFO が企業の捜査協力に関

するガイダンスを公表しました（SFO: Corporate Co-
operation Guidance（「捜査協力ガイダンス」））。 
 
ガイダンスの重要な側面 
 
捜査協力ガイダンスは、証拠および情報の提示ならびに

個人の処遇にわたる幅広いトピックを対象としています。

ご推察のとおり、捜査協力ガイダンスには、関連資料の

保全と提供の面で DOJ ガイダンスとの間で数多くの相乗

効果があります。 
 
しかし、捜査協力ガイダンスは、その他の重要分野にお

いてギャップを埋めることを試みておらず、よって、異

なるアプローチに関して存在する懸念を強めているにす

ぎません。希望の兆しとして、ガイダンスによって、米

国の同僚社員や顧客が、SFO の要請に対してより迅速に

対応することが認められます。 
 
以下の規定は、DOJ および SFO による調査の対象となっ

ている者にとって特に重要です。 
 
• 自己申告 

捜査協力ガイダンスは、企業が、証人または被疑者と

なる可能性のある者のいずれかと面談したり、「人事
／HR の措置またはその他の明白な措置」を講じたり

する前に「適時に」SFO に相談してもらいたいという

SFO の希望を確認するものとなっています。状況によ

っては、このアプローチにより、企業が、何が問題で

あるかを理解する前に、あるいはそもそも問題を抱え

ているか否かにかかわらず、懸念事項を SFO に自己

申告することにつながる可能性があります。 

当職らは、英国企業が、捜査協力ガイダンスのこの側

面をナビゲートしづらいと感じるかもしれないと考え

ます。特に、DOJ の FCPA 違反企業に対する執行方針

は、企業に対して、証人に面談する前に DOJ と協議

することを求めていません。しかし、DOJ が、「調整 
(de-confliction) の目的で」企業に対して一定の調査段

階（証人候補の面談を含みます。）を延期するよう要

求することは許可されています。また、DOJ は、捜査

https://www.sfo.gov.uk/download/corporate-co-operation-guidance/
https://www.sfo.gov.uk/download/corporate-co-operation-guidance/
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協力に対する減免措置の判断に際して、「調整」を一

要素とみなす場合があります。 

• 文書 

捜査協力ガイダンスでは、企業の「所有または管理」

の下にある、海外で保有される資料が提供されるべき

旨が提案されています。捜査協力ガイダンスのこの要

素により、当局が時間のかかるクロスボーダーの相互

の法的支援要請を回避する傾向が強められています。

実際、捜査協力ガイダンスは、企業が「海外の資料」

を提供することを求めている DOJ の FCPA 違反企業

に対する執行方針（DOJ: FCPA Corporate Enforcement 
Policy を参照のこと）に対応しています。 

ある当局に自発的に提供された資料が別の当局にも提

供されることが多いことから、このようなクロスボー

ダーの文書請求により、調査範囲が大西洋の両側に忍

び寄るリスクが生じる可能性があります。 

• 社員 

捜査協力ガイダンスでは、企業が、不正と疑われる行

為および犯罪行為を「組織内における序列や職位にか

かわらず、担当者とともに」特定すべき旨が提案され

ています。これは、企業が個人の責任の特定に対して

積極的なアプローチをとることに対する SFO の取組

みを強化するものです。そのようなアプローチは、個

人の説明責任に関する Yates メモを組み込んだ司法マ

ニュアル（DOJ: Justice Manual を参照のこと）におけ

る DOJ の要件に類するものです。 

しかし、DOJ ガイダンスに基づき、企業は、問題の不

正行為に実質的に関与したか、責任を負う個人全員に

関する「一切の関連事実」をただ提示することを求め

られます。このことは、不正に対する責任を実際に負

わせるに至らないものとみなされる可能性があります。 

• 秘匿特権 

SFO が、企業に対し、社内調査、特に証人の証言内容

や証人に示された主要文書に対する秘匿特権を放棄す

ることを求めることは、周知の事実です。捜査協力ガ

イダンスは、秘匿特権を放棄しない企業を罰しないこ

とを確認しているものの、放棄されなければ、企業が、

DPA 規程に基づく訴追を避けるための要素としての、

「捜査協力」に対する減免措置を得られないことも明

確にしています。 

この点は、DOJ が秘匿特権の放棄を求めていないこと

から、英国／米国間の対立分野である可能性がありま

す。事実、DOJ は、司法マニュアルにおいて、協力ま

たは自発的な自己開示に係る減免措置を受ける資格は、

いかなる形においても、弁護士・依頼者間の秘匿特権

または成果物保護の放棄を前提としない旨を明記して

います。しかし、米国法に基づき、（特定の限定的な

目的であったとしても）ある目的のための秘匿特権の

放棄は、通常、あらゆる目的のための放棄にあたると

されています（一方、英国法では、秘匿特権の限定的

な放棄が認められています。）。よって、企業は、

SFO ならびに DOJ および／またはその他の米国当局

の双方が関与する調査に直面している際に、難しい選

択を迫られる場合があります。 

• 第三者弁護士による証明 

捜査協力ガイダンスには、驚くべきかつ論議を呼ぶ規

定が追加されており、企業が調査資料に対する秘匿特

権を実際に主張する場合には、「問題の資料が秘匿特
権の対象である旨の第三者弁護士による証明」を提出

することを求められます。そのような証明を取得する

時間と費用の可能性や、最終的な決定に伴う潜在的な

不確実性要素に鑑みると、これが実務においてどのよ

うに実施されるのかという点で興味深いでしょう。 
 

結び 

DOJ のコンプライアンス ガイダンスおよび SFO の捜査

協力ガイダンスの公表は、企業にとって各当局への対

応に際して役立ちますが、DOJ と SFO のアプローチが、

一定の点で異なることも確認されています。よって、

DOJ と SFO による並行した調査に対処しなければなら

ない可能性に直面した際には、企業は、これらの相違

点を理解することが重要です。 
 
当事務所の政府捜査実務部門について 

 
本稿の著者、キャサリン・カークパトリック（Katherine 
Kirkpatrick ＝ シカゴ事務所）およびアーロン・ステフェンス

（Aaron Stephens ＝ ロンドン事務所）は、キング＆スポール

ディングに所属する弁護士です。当事務所の政府捜査実務部

門は、14のグローバルオフィスにおいて100名超の弁護士を擁

し、この分野のプラクティスでは世界で最も大規模かつ最も

評価の高い部門です。 
 
40名を超える元連邦検事を擁する当該部門は、腐敗防止分野

における重大な国際案件を含む、様々な政府捜査および内部

調査を専門としています。当事務所は、多岐にわたる業界の

クライアントに対し、FCPAのすべての側面に関する法的助言

の提供および代理人を務めており、およそ80ヶ国が関与する

多国間の捜査を率いてまいりました。さらには、米国内の連

邦地検93ヶ所のうち73ヶ所および米司法省の全ての訴訟部に

おける捜査を取り扱った実績があります。また、SECおよび

その全12ヶ所の支部、並びにそのすべての特別執行部署にも

同席しています。 
 
当事務所の政府捜査部門の弁護士はまた、コンプライアンス

問題について企業に対する助言を提供してきた豊富な実務経

験を有しており、当該チームにはGlobal Fortune 100に選出さ

れた企業の元社内弁護士およびコンプライアンスの専門家が

含まれています。 
 
Law360により「White Collar Practice Group of the Year」に選出

されました。同実務チームは、Global Investigations Review
（GIR）によっても、GIRが調査を行う年において 
は、常に世界有数の捜査実務部門の１つにランクされていま

す。 

https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/838416/download
https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/838416/download
https://www.justice.gov/jm/justice-manual
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リソース＆リンク 

下記のリンクから、King & Spalding による紛争解決および危機管理の発表内容にアクセスできます。 

 

社内調査：社内調査のためのジェネラル カウンセル

のディシジョン ツリー 
腐敗防止法執行： 腐敗防止法執行の嵐の気配：サハラ

以南のアフリカにおける未公開株式投資 

DOJ ガイダンス： 司法省が、企業コンプライアンス 
プログラムに関する改訂ガイダンスにおいて、企業

カルチャーを重視 

腐敗防止法執行：多国間開発銀行による継続的な

腐敗防止法執行により浮かび上がるリスク 

DOJ ガイダンス：司法省が、事業組織による罰金ま

たは違約金の支払不能状態を判定するためのガイダ

ンスを発表 

SEC 執行措置：9 月に相次いだ SEC 執行措置によ

り株式公開会社に向けられたメッセージ 

OFAC：OFAC が「コンプライアンス コミットメン

トのための枠組み」を公表 
データ プライバシー：ロシア疑惑捜査におけるデ

ータ プライバシー＆データ移転 

CFIUS：CFIUS が外国投資の精査に関する新規則を

提案 
ラテンアメリカ執行：ラテンアメリカにおける執

行に関する概観－2019 年第 3 四半期 

 

調査評価：GIR がグローバル調査事案を取り扱う法律事

務所として、当事務所を 5 年連続でトップ 30 に選出 

アジア太平洋地域における評価：Chambers Asia 
Pacific 2020 において、当事務所が同地域における

トップ法律事務所として評価 

ラテンアメリカ評価：Legal 500 Latin America 2019 に

おいて、当事務所が同地域における上位の国際法律事

務所として選出 

市場評価：米ニュースおよび Best Lawyers が、

2020 年度「Best Law Firms」ガイドにおいて、当事

務所 41 の部門について評価  

データ評価：Global Data Review の Women in Data リス

トにおいて、Phyllis Sumner が選出 
案件ニュース：ゼロックス、富士フィルムとの問

題に決着、約 23 億米ドルを得る 

パートナー採用：元 FBI 参謀長 Zach Harmon が当事務

所に復帰 
パートナー採用：国家情報元長官 Dan Coats が当事

務所ワシントンオフィスに復帰 

法務アップデート 
 

当事務所ニュース 
 

https://www.kslaw.com/blog-posts/general-counsels-decision-tree-for-internal-investigations
https://www.kslaw.com/blog-posts/general-counsels-decision-tree-for-internal-investigations
https://www.kslaw.com/attachments/000/007/229/original/africa-bulletin-September-2019.pdf?1569273521
https://www.kslaw.com/attachments/000/007/229/original/africa-bulletin-September-2019.pdf?1569273521
https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/criminal/practice/2019/doj-focuses-on-company-culture-in-updated-guidance-on-corporate-compliance-programs/
https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/criminal/practice/2019/doj-focuses-on-company-culture-in-updated-guidance-on-corporate-compliance-programs/
https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/criminal/practice/2019/doj-focuses-on-company-culture-in-updated-guidance-on-corporate-compliance-programs/
https://www.kslaw.com/news-and-insights/continued-anti-corruption-enforcement-by-multilateral-development-banks-highlights-risks-for-non-compliant-companies
https://www.kslaw.com/news-and-insights/continued-anti-corruption-enforcement-by-multilateral-development-banks-highlights-risks-for-non-compliant-companies
https://www.kslaw.com/news-and-insights/doj-issues-guidance-for-evaluating-a-business-organizations-inability-to-pay-a-criminal-fine-or-penalty
https://www.kslaw.com/news-and-insights/doj-issues-guidance-for-evaluating-a-business-organizations-inability-to-pay-a-criminal-fine-or-penalty
https://www.kslaw.com/news-and-insights/doj-issues-guidance-for-evaluating-a-business-organizations-inability-to-pay-a-criminal-fine-or-penalty
https://www.kslaw.com/news-and-insights/messages-for-public-companies-from-the-secs-spate-of-september-enforcement-actions
https://www.kslaw.com/news-and-insights/messages-for-public-companies-from-the-secs-spate-of-september-enforcement-actions
https://kslawemail.com/77/5293/pages/article4.asp
https://kslawemail.com/77/5293/pages/article4.asp
https://globalinvestigationsreview.com/jurisdiction/1006214/russia
https://globalinvestigationsreview.com/jurisdiction/1006214/russia
https://www.kslaw.com/blog-posts/cfius-proposes-new-rules-scrutinizing-foreign-investment-2
https://www.kslaw.com/blog-posts/cfius-proposes-new-rules-scrutinizing-foreign-investment-2
https://www.kslaw.com/news-and-insights/q3-2019-latin-america-enforcement-review
https://www.kslaw.com/news-and-insights/q3-2019-latin-america-enforcement-review
https://www.kslaw.com/news-and-insights/gir-names-king-spalding-to-list-of-top-30-global-investigations-firms-for-fifth-year
https://www.kslaw.com/news-and-insights/gir-names-king-spalding-to-list-of-top-30-global-investigations-firms-for-fifth-year
https://www.kslaw.com/news-and-insights/chambers-asia-pacific-2020-recognizes-king-spalding-among-the-regions-top-firms
https://www.kslaw.com/news-and-insights/chambers-asia-pacific-2020-recognizes-king-spalding-among-the-regions-top-firms
https://www.kslaw.com/news-and-insights/chambers-asia-pacific-2020-recognizes-king-spalding-among-the-regions-top-firms
https://www.kslaw.com/news-and-insights/legal-500-latin-america-2019-ranks-king-spalding-among-the-regions-top-international-firms
https://www.kslaw.com/news-and-insights/legal-500-latin-america-2019-ranks-king-spalding-among-the-regions-top-international-firms
https://www.kslaw.com/news-and-insights/legal-500-latin-america-2019-ranks-king-spalding-among-the-regions-top-international-firms
https://www.kslaw.com/news-and-insights/us-news-and-best-lawyers-recognizes-41-king-spalding-practices-in-its-2020-best-law-firms-guide
https://www.kslaw.com/news-and-insights/us-news-and-best-lawyers-recognizes-41-king-spalding-practices-in-its-2020-best-law-firms-guide
https://www.kslaw.com/news-and-insights/us-news-and-best-lawyers-recognizes-41-king-spalding-practices-in-its-2020-best-law-firms-guide
https://www.kslaw.com/news-and-insights/global-data-review-names-phyllis-sumner-to-its-women-in-data-2019-list
https://www.kslaw.com/news-and-insights/global-data-review-names-phyllis-sumner-to-its-women-in-data-2019-list
https://www.kslaw.com/news-and-insights/xerox-restructures-fujifilm-relationship-will-receive-23b-from-related-transactions
https://www.kslaw.com/news-and-insights/xerox-restructures-fujifilm-relationship-will-receive-23b-from-related-transactions
https://www.kslaw.com/news-and-insights/former-fbi-chief-of-staff-zack-harmon-returns-to-king-spalding
https://www.kslaw.com/news-and-insights/former-fbi-chief-of-staff-zack-harmon-returns-to-king-spalding
https://www.kslaw.com/news-and-insights/former-director-of-national-intelligence-dan-coats-rejoins-king-spalding-in-washington-dc
https://www.kslaw.com/news-and-insights/former-director-of-national-intelligence-dan-coats-rejoins-king-spalding-in-washington-dc
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*   外国法事務弁護士 
** 勅選弁護士（Queen’s Counsel） 

 

グローバル担当者（経歴へのリンク付き） 
グローバル仲裁担当 主任 

    

クリス・ベイリー エド・キホー ジョン・サヴェージ QC** ウェイド・コリエル 
英国および日本* 
東京 国際紛争 主任 

ニューヨーク・オフィス 
米国 紛争担当 主任 

ロンドン・オフィス 
欧州、中東およびアフリカ  
紛争担当 主任 

シンガポール・オフィス 
アジア 紛争担当 主任 

アジア地域紛争担当チーム 

    
スチュアート・アイザクス QC** 
（パートナー） 

エマソン・ホームズ 
（パートナー） 

サイモン・ダンバー 
（パートナー） 

エロディー・デュラック  
（パートナー） 

英国法廷弁護士 
トライアルおよびグローバル紛争 

英国法廷弁護士 
建設 

ニューヨークおよび英国 
商業 

フランスおよびカンボジア* 
投資協定 

    
ピーター・チョウ 
（パートナー） 

マニュエル・バウティスタ Jr. 
（カウンセル） 

ドニー・ロウ 
（シニア・アトーニー） 

アニシャ・スード 
（シニア・アソシエート） 

シンガポール 
トライアルおよびグローバル紛争 

ニューヨークおよびフィリピン 
商業 

ニューヨークおよびオーストラリア 
反トラストおよび捜査 

テキサス 
トライアルおよびグローバル紛争 
 

    
ケヴィン・リム 
（シニア・アソシエート） 

ハンナ・アズキヤ 
（アソシエート） 

デイビッド・パーク 
（アソシエート） 

シャオマオ・ミン 
（アソシエート） 

シンガポール 
トライアルおよびグローバル紛争 

インドネシア 
インドネシア語 

オーストラリア 
韓国語 

中国 
マンダリン 

特別事案および捜査担当 パートナー 

    
サリー・イェーツ ジェイソン・ジョーンズ ギャレス・リース QC** キャサリン・カークパトリック 
アトランタ ワシントン DC ロンドン シカゴ 

    
ザッカリー・ハーモン クリスティーン・サベージ アーロン・ステフェンス サモン・ダンティキ 
ワシントンＤＣ ワシントンＤＣ ロンドン ワシントンＤＣ 

https://www.kslaw.com/people/Christopher-Bailey
https://www.kslaw.com/people/Edward-Kehoe
https://www.kslaw.com/people/John-Savage
https://www.kslaw.com/people/Wade-Coriell
https://www.kslaw.com/people/Stuart-Isaacs
https://www.kslaw.com/people/Emerson-Holmes
https://www.kslaw.com/people/Emerson-Holmes
https://www.kslaw.com/people/Simon-Dunbar
https://www.kslaw.com/people/Elodie-Dulac
https://www.kslaw.com/people/peter-chow
https://www.kslaw.com/people/manuel-jr-bautista
https://www.kslaw.com/people/Donny-Low
https://www.kslaw.com/people/anisha-sud
https://www.kslaw.com/people/kevin-lim
https://www.kslaw.com/people/Hanna-Azkiya
https://www.kslaw.com/people/David-Park
https://www.kslaw.com/people/Xiaomao-Min
https://www.kslaw.com/people/sally-yates
https://www.kslaw.com/people/Jason-Jones
https://www.kslaw.com/people/gareth-rees
https://www.kslaw.com/people/katherine-kirkpatrick
https://www.kslaw.com/people/zachary-harmon?locale=en
https://www.kslaw.com/people/christine-savage?locale=en
https://www.kslaw.com/people/aaron-stephens
https://www.kslaw.com/people/sumon-dantiki?locale=en
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