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“

「我々が本日発出する法執行措置により、はっきりすることがあります。それは、

我々が監督する金融機関が不正に関わったときに限らず、顧客を保護し市場の誠実性
を維持することを意図した法規制を従業員が必ず守るようにするために必要な監督を
経営陣が怠ったときにも、OCCは強制措置を講じる場合があるということです。」

— トーマス・J・カリー（米国通貨監督庁長官）、2014年11月1

新しい現実
毅然、明確、そして率直。それが、米国通貨監督庁長官
のカリー氏が、2008年から2013年にかけて外国為替市場
を操作したとして各銀行に対して10億ドル近くの罰金を科
す法執行措置の発出を発表したときの口調でした。
この個別の事案は、科せられた罰金の厳しさという観点
から見ると一般的な法執行措置からはかけ離れた内容で
すが、それでも、規制当局による監視の目が厳しくなってお
り、銀行が近年対応を余儀なくされているという事実を物
語っています。例えば、2014年だけでも、米国連邦銀行規
制当局、つまり連邦準備制度、連邦預金保険公社
（FDIC）、通貨監督庁（OCC）、および全米信用組合管理機
構（NCUA）は、583件の様々な種類の法執行措置を発出し
ました。なお、その大半がFDICによる法執行措置でした。
ただし、これは、銀行規制当局が合計1,795件の法執行措
置を発出しピークをつけた2010年の件数を大幅に下回って
います2。
次の法執行措置の波がどのようになるかを断定するこ
とはできませんが、本稿では、銀行が過去から学び、将来
のトレンドについてより優れた予測ができるようお手伝い
することを目指します。

各種法執行措置の分析から銀行が
学べること
銀行規制当局は普段から金融機関や個人に対して様々
な理由で法執行措置を発出しています。例えば、「法・規
則・規制の違反、危険または不健全な銀行実務、信認義務
の不履行、最終命令・文書により課された条件・合意文書
への違反」などの理由が含まれます3。したがってそうした法
執行措置は、銀行業界におけるリスク管理やコンプライアン
ス上の問題について最も具体的な事実をいくつか示してく
れます。事後的な対策にはなりますが、過去の法執行措置
を検証すれば、どのような問題があると銀行検査において
銀行監督者に指摘されるかを浮き彫りにすることができま
す。そうした問題の多くは、特定の金融機関の内因的現象
であり、その事業体固有の原因で問題が生じるというケー
スがよくあります。しかしながら、法執行措置の件数および
種類に、特定時点の市場環境や監督当局の関心が映し出
されているというケースもあります4。
ほとんどの場合、法執行措置の対象となる金融機関は
高い代償を払うことになり、そこで働く個人も代償を払わな
ければならないことが多々あります。法執行措置の対象に
なった事業体は、法執行措置によって特定された問題の是
正に資金とリソースを費やさなければならないのはもち
ろん、場合によっては、被害を受けた当事者への賠償金・
返還金や罰金の支払を迫られることもあります。また、法執
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行措置の対象になると、評判上のコストも発生し、そうした

こうした制約が原因で、法執行措置を細かく分析する調

コストは当然ながら、法執行措置の種類および厳しさによっ

査はほとんどされていません。この溝を埋めるため私たち

て変わります。公式の法執行措置のほとんどが公表される

は、2000年1月1日から2015年8月27日までに米国で発出

ため、「内輪の恥」が報道され世間にさらされるというように

された法執行措置の調査を実施しました。表1に同分析の

面目が潰れる可能性もあります。

範囲を示します。私たちは、次の調査上の疑問に焦点を当

もっとも、各種連邦銀行規制当局による法執行措置を、

てました。

公表されたままの形で総合的に一定の基準に従って評価
することは容易ではありません。公式の法執行措置5 は各
規制当局のウェブサイトで確認できますが（職員に対する
制裁措置など一部の種類を除く）、私たちが知る限り、公表
された法執行措置すべてをまとめている情報ソースは2つし
か存在しません（よく知られているのがSNLフィナンシャル
です）6。また、両情報ソースが提供している標準書式は、関
係のある過去の情報すべてを網羅しているわけではないの
に加え、閲覧するには購入申し込みをしなければなりませ
ん。
法執行措置の分析を複雑にするのは、公式の法執行措
置の文書に含まれている文字情報が体系的ではないという

1. 銀行業界における法執行措置について、過去と比較し
た場合の最近の傾向はどのようであるか？
2. 法執行措置の内訳は銀行監督者によってどのように違
うか？
3. 異なる規模の金融機関で、法執行措置の内訳はどの
ように変化するか？
4. どんな問題が法執行措置（特により厳しい法執行措
置）の発出をもたらしたか？

点です。これらの情報を手作業で確認することもできます

結論では、私たちの調査結果をもとに、銀行業界の法執

が、それには膨大なリソースを必要とするため、費用と手間

行措置に関する先行きと、銀行が将来の法執行措置に関

の両方がかかる作業になります。

する予測や対応を改善し、そして場合によっては回避でき
る方法について考察を加えます。

表1：分析範囲

公表された公式の法執行措置（詳細については付録Bを参照）7

処分の種類

FDIC、OCC（および貯蓄金融機関監督局）、連邦準備制度、NCUA、消費者金融保護局8

規制当局*

銀行、銀行持株会社、貯蓄金融機関および貯蓄金融機関持株会社、信用組合

対象金融機関

2000年1月1日‐2015年8月27日

本レポートにおいては、次の期間の法執行措置を分析します。
• 2000年‐2007年

分析期間

• 2008年‐2009年
• 2010年‐2015年（2015年8月27日まで）

*CFPBによる銀行金融機関に対する法執行措置の実績がまだ少ないため、同法執行措置の分析は補足記事の

「CFPBによる法執行措置の実績：歴史は浅いが強い影響力をもつ」で別途考察しています。
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調査方法
SNLフィナンシャルのデータベースを利用し、法執行措置に関する同社の分類・定義に従って、過去15年の銀行業界における法執行措
置の傾向を分析しました。同データベースには、FDIC、連邦準備制度、OCC（およびOTS）、ならびにNCUAによる法執行措置13,513
件の記録が15の種類に分類されまとめられていました。私たちはこのデータを、SNLによる資産規模のデータと組み合わせ、金融機関
の規模別に法執行措置の傾向を分析しました。
私たちはまた、各規制当局の法執行措置に関するPDFファイルをSNLからダウンロードして他のデータベースに組み込み、それら文
書のテキストを分析しました9。こうして、特に中規模銀行および大規模銀行に対して、厳しい法執行措置を発動させた諸問題をより深
く掘り下げました。さらに、各規制当局の年次報告書を参照し、金融機関および個人・機関関連当事者（IAP：institution-affiliated
parties）に対する罰金および賠償金・返還金を分析しました。
各種公式法執行措置のSNLによる定義については付録Bをご覧下さい。

法執行措置の種類
法執行措置は、非公式と公式の2つの種類に大別できます。ほとん
どの場合、それほど厳しい措置を必要としないときは、銀行監督者
は非公式の法執行措置を適用します。例えば、覚書（ Memoranda

疑問1. 銀行業界における法執行措
置について、過去と比較した場合の
最近の傾向はどうであるか？

of Understanding） を出すときもあれば、違反の深刻度に応じて コ

ミットメントレターや取締役会の決議書、健全化計画を金融機関に提

調査結果：法執行措置の件数および厳し

出させ規制当局による承認を得るよう要求する場合もあります。非

さは過去の水準で落ち着いているが、法

公式の法執行措置は、公表されないのに加え、裁判所が執行を強
制することもできなければ、罰金の賦課にも使用されません。しかし

執行措置に伴う罰金の額が 2010 年以降

ながら、非公式の措置は範囲が限られているにもかかわらず、法規

大幅に増加している。

制を執行するうえで強力なツールであるのです10。
他方、より深刻な違反で、「規制当局が不法、危険、または不健全で
あると考える実務（もしくは状況）を是正する」ことが狙いである場合
は、一般に公式の法執行措置が発出されます11。こうした法執行措

傾向1：全体の法執行措置件数は過去の
水準に戻りつつある

置は、（合衆国法典（USC）第12編第1818条のもと）金融機関および

連邦銀行規制当局による過去15年の公式の法執行措

個人・IAPのいずれに対してもとられ、いくつか例を挙げるとすれば、

置を分析したところ、期間によって法執行措置の発出件数

業務停止命令（Cease and Desist Order）や公式合意（Written or

が著しく異なることが分かりました（図1）。

Formal Agreements ） 、 民事制裁金の賦課（ Assessment of Civil

2008年までの期間は、1年当たりの公式の法執行措置

Money Penalties）などがあります。公式の法執行措置は公表され、

の平均発出件数は683件でした。2005年に法執行措置件

非公式の法執行措置と異なり「法律が認める（場合によっては義務

数が急増していますが（1,073件の法執行措置が発出され

として定めている）」ものであり、（公式合意を除き）連邦裁判所が強

た）、これは主に、職員に対する制裁措置の増加によるも

制執行できる法執行措置です12。

のでした。想像に難くありませんが、法執行措置の発出は
2008年と2009年に一気に増加しました。この期間中に銀

本調査では基本的に、公表されている公式の法執行措置と文書を

行の資本、流動性、および業績が悪化したことと、法執行

対象としました。今回の分析の対象とした法執行措置の一覧および

措置の発出において一般的に観察される時間的ラグが原

定義については付録Bをご覧下さい。

因で、2010年の法執行措置発出件数は私たちの分析期間
中で最高にのぼり、1,795件に達しました。規制当局が特
定されている記録のなかで、2010年の法執行措置の多数
（44％）を発出したのがFDICで、連邦準備制度がこれに続
きました。
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図1：法執行措置件数の合計（2000年‐2015年）
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2011年以降、法執行措置件数は安定して減少しています。

2009 年 お よ び 2010

例えば2014年の法執行措置件数はわずか583件と、2000年

年は極めて対称的で、

から2007年の平均を大きく下回りました。

厳しい法執行措置はそ
れ ぞ れ 合 計 の 52 ％ と

傾向2：法執行措置の種類に関する全体的
構成も2008年以前の構成に戻り始めている

56 ％ を 占 め ま し た 。
2010年、業務停止命令

2011 年 以 降 、 法 執
行措置件数は安定
して減少していま

と公式合意が、発出さ
れた法執行措置の上位

すべての法執行措置が同じような内容というわけではありま

2種類を占めました。全

せん。厳しいものもあれば、それほど厳しくないものもあります。

法執行措置の中で最も

SNLが追跡した15種類の公式の法執行措置のうち、SNLは業

厳しい措置である早期

務停止命令または同意に基づく命令（Consent Orders）、公式

是正措置を見ると、15

合意、早期是正措置（PCA：Prompt Corrective Actions）を、金

年間の分析期間中に発

融機関に対する影響および重要性から「厳しい」に分類していま

出された早期是正措置

す。残りの12種類の法執行措置は「比較的軽度」とみなされて

のうち54％近くが2009

います（SNLフィナンシャルによる全15種類の法執行措置の定

年と2010年に発出され

義については付録Bをご覧下さい）。

ま した 。2014年ま でに

す 。 例 え ば 2014 年
の法執行措置件数
はわずか583件と、
2000 年から2007 年
の平均を大きく下回
りました。

厳しい措置：2009年と2010年を除き、2000年から2015年8

早期是正措置の件数

月27日までの各年において、比較的軽度な措置の件数が厳し

は減少し、ピークを付け

い措置の件数を上回っていました（図2）。2000年から2007年ま

た2010年には101件に達した同措置の件数は僅か

では、法執行措置件数合計に占める厳しい措置の割合は平均

10件に減少しました。

17％で、厳しい措置の件数が最も少なかった年は2006年でした。

2011年以降厳しい措置の割合は着実に低下し、
2014年には20％を割り込みました。
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図2. 厳しい法執行措置と比較的軽度な法執行措置
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*2015年1月1日から8月27日までの法執行措置に関するデータ

出所：デロイト金融サービスセンターによる分析
グラフ：Deloitte University Press | DUPress.com

2011年以降厳しい措置の
割合は着実に低下し、
2014年には20％を割り込
みました。

この減少は次の3つの要素が作用した結果だと考えられま
す：1）脆弱だった多くの金融機関が既に破綻したこと、2）
好調な市場環境、3）銀行の種類を問わず財務健全性の改
善と規制遵守における規律が強化されたこと。
比較的軽度な措置：比較的軽度な法執行措置について
は、職員に対する制裁措置（銀行金融機関の従業員、役
員、および取締役を含む個人またはIAPに対して解雇、停
職、禁止命令を要求する）が分析期間中最も多く発出され
た法執行措置の種類であり、平均すると、2000年から
2014年までの全法執行措置の約43％を占めました。見逃
せないのが、2005年、職員に対する制裁措置は全法執行
措置の68％を占め、主として同年の法執行措置合計の急
増の契機となったことです。
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傾向3：2009年以降は民事制裁金およ

図3A. 金融機関およびIAPによる賠償金・

び賠償金・返還金の金額が急激に増え

返還金の支払（単位：百万ドル）*

ており、事業遂行コストの上昇がうかが
える。

$3,645
200
165

法執行措置に関するOCCのデータを分析したところ、
金融機関および個人またはIAPに科された民事制裁金と

150

125

賠償金・返還金が2008年より前の水準と比較して著しく
増えていることが分かりました。具体的に言うと、2010年

100

86

以降銀行およびIAPは賠償金・返還金として40億ドルを、
59

そして民事制裁金として15億ドルを支払っています（図
3Aおよび図3B） 。私たちの分析によると、同じような傾
13

50

向が連邦準備制度とFDICが科した民事制裁金について

29
0

も観察できます。
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図3B. 金融機関およびIAPに対する民事制裁金
（単位：百万ドル）*

疑問2. 法執行措置の内訳は銀
行監督者によってどのように違
うか？
調査結果：法執行措置の内訳は監督者

$919
383

400

300

200

の権限の違いを映し出しています。
FDIC の監督姿勢は他の規制当局より

100
51

も直接的です。

26

32
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26

42

55

6

0
各連邦銀行規制当局には、監督に際して注視するそ
れぞれ特定の焦点が存在します。例えば連邦準備制度

FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
*データはOCCの事業年度（9月から8月）に従って表示しています。

は、連邦準備制度に加盟する州法銀行、銀行持株会

出所：OCC年次報告書

社、および貯蓄貸付持株会社を監督します。またFDIC

グラフ：Deloitte University Press | DUPress.com

は主に、連邦準備制度に加盟していない州法銀行およ
び貯蓄金融機関の監督機関です。さらにOCCの監督権
限は国法銀行および連邦貯蓄金融機関に及ぶ一方、
NCUAは信用組合を規制対象とします。そしてCFPBの
消費者保護プログラムは100億ドルを超える資産を保有
する銀行と銀行以外のその他機関に適用されます14。
各規制当局の監督下にある事業体の数もそれぞれ異
なります。例えば、2014年12月31日現在、FDICの管轄
下には4,138機関の商業銀行および貯蓄金融機関があ
る一方、OCCと連邦準備制度の監督対象はそれぞれ
1,513機関と858機関です15。

各規制当局の使命はそれぞれ異なりますが、安全
性・健全性と消費者保護という共通する基本的監督要素
が2つ存在します（CFPBは例外で、後者のみしか監督し
ません）。したがって、法執行措置の発出に際して銀行
監督当局間でかなり連携が図られています。こうした連
携は、先般の金融危機以降特に鮮明になっています。
近年では、同じ違反または関連性のある違反について
同一の金融機関に共同で法執行措置を発出したという
ケースが数多く存在します。
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金融危機を受けて銀行監督者はまた、以前より注意深く

OCCは、様々な種類の厳しい措置を使用してきました

なり法執行措置を積極的に発出し、2010年および2011年

（公式合意が30％、業務停止命令が23％） 17 。OCCはま

はそれぞれ1,795件と1,247件の法執行措置を下しまし

た、法執行措置合計の23％が人に対する罰金であったこと

た。法執行措置発出の時間的ラグ効果が原因で、2008年

からも明らかなように、個人およびIAPに対する罰金の発出

以前と比較して2009年以降のFDICの年間平均法執行措

にも積極的でした。2000年から2014年に、人に対する罰金

置件数は2倍に、連邦準備制度の法執行措置件数は3倍

の発出の件数が最も多かった監督者はOCCであり、FDIC

に膨れ上がったことが分かりました（図4）。

の366件および連邦準備制度の12件に対してOCCは623

法執行措置の内訳を見ると、2000年から2014年の間に

件発出しました。

FDICが発出した法執行措置は主に業務停止命令であり、

最後に、NCUAの法執行措置（職員に対する制裁措置を

法執行措置合計（職員に対する制裁措置を除く）の43％を

除く）の55％が、金融機関に対する罰金または民事制裁金

占めました。その次は、金融機関に対する民事制裁金に

に該当するその他の罰金でした。もっとも、絶対数で見ると

該当するその他の罰金が多く、過去15年に下された措置

過去15年間でNCUAが発出した民事制裁金・その他の罰

の23％を占めました。こうした差し止め型の制裁措置が多

金はちょうど50件と、FDICが発出した同命令766件の10分

いことから、FDICは金融機関に対して他より直接的な措置

の1にも及びません。

を講じる傾向が強いことがうかがえます。
他方、連邦準備制度が発出した法執行措置はほとんど
が公式合意で、法執行措置合計（職員に対する制裁措置
を除く）の約74％を占めました。連邦準備制度による業務
停止命令の使用は極めて少なく、直接的な手法に頼る傾
向が弱いことがうかがえます。公式合意は連邦裁判所が
執行を強制できないため、業務停止命令ほど重くないと受
け止められています。

疑問3. 異なる規模の金融機関で、
法執行措置の内訳はどのように変
化するか？

図4. 1年当たりの法執行措置平均件数

調査結果： 2010年以降法執行措置件数

（職員に対する制裁措置を除く）

は減少していますが、金融機関の規模を
問わずその内訳は 2008 年より前とは異

400
350

222%

なっています。

300
250

大規模金融機関（資産が500億ドル超）：私たちが調査を

51%

実施したサンプルにおける全法執行措置のうち、17％近く

200

が大規模金融機関とそれらの従業員・IAPに対するもので

329%

150

した。図6Aおよび6Bに、大規模金融機関の個人およびIAP
100

とそれら金融機関自体に対して発出された法執行措置の

50

内訳の変化をそれぞれ時系列にしてまとめました。過去15

0

年における法執行措置の内訳の主な傾向を以下に一部説
FDIC

OCC* 連邦準備制度
2000–2007

明します21。

NCUA

2010–2014

•職員に対する制裁措置は、2000年以降の大規模銀行

注：職員に対する制裁措置命令の半分近くがPDFで公開されて

そらく、これら職員に対する制裁措置のほとんどが、不

* OTSは2011年にOCCと統合したため、OTSとOCCによる

正や背任、マネーローンダリングなど個人の誤った行

法執行措置は本分析上合算しています。

出所：SNLフィナンシャル、デロイト金融サービスセンターによる分析
グラフ：Deloitte University Press | DUPress.com

8

に対する法執行措置件数合計の89％を占めます。お

いなかったため、データからは除外されています 。
16

動を原因とする解雇または禁止命令です。
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CFPBによる法執行措置の実績：歴史は浅いが強い影響力をもつ
ドッド・フランクウォールストリート改革および消費者保護法が施行される前は、消費者金融保護に関する規制を執行する権限は複
数の機関（FDIC、OCC、FRB、OTS、NCUA、連邦取引委員会（FTC）、住宅都市開発省（HUD））にありましたが、議員らは、そうし
た規制手法は最も効果的な手法ではないと感じていました。よって米国連邦議会議員らは、ドッド・フランク法を通じて、消費者保護
規制を実施するうえで必要なルール作りに関する単独の権限をCFPBに付与しました。ただし、CFPBは、消費者保護に関する監
督・執行上の権限を、4つの銀行規制当局とFTC、そしてHUDと共有しています18。
CFPBの主たる目的の一つは、金融機関によるUDAAP（規制当局が用いている「不公正な、詐欺的な、あるいは濫用的な行為や慣
行（unfair, deceptive, or abusive acts or practices）」の略）から消費者の経済的利益を保護することにあります。CFPBは「監督、

執行、公正な貸付」プログラムを運営しており、消費者金融に関する連邦法を（ノンバンクを含む）金融機関が必ず遵守するように
633名のスタッフ（2014年時点でCFPBが採用しているフルタイム職員の46％）で構成される専門のチームが同プログラムに関わっ
ています19。
CFPBは創設後1年近くの2012年7月18日、クレジットカードに関する詐欺的なマーケティング慣行に対して同局最初の法執行措置
を発出しました。それ以来CFPBは、商品分野を問わず、UDAAPに対する法執行措置の発出をかなり活発に行ってきました。2015
年8月時点で、CFPBが発出した法執行措置は合計70件にのぼり、その対象の事業体もあらゆる種類に及びます。それら法執行措
置のうち、20件が銀行・銀行持株会社およびクレジットカード会社に対するもので、罰金および救済金の支払命令は35億ドルほどに
のぼります（33億ドルが消費者に対する救済金で2億950万ドルが民事制裁金・罰金）20。
銀行およびクレジットカード会社に対して発出された法執行措置の半分近くが、クレジットカードに関する詐欺的なマーケティング・入
会勧誘、不正な請求、不法な取り立て、および差別的な価格設定の慣行に対するものでした（図5A）。合算すると、クレジットカード
関連業務が原因でそれらの事業体に対して約27億ドルの罰金が科されました（図5B）。（金額で見て）次に目立った法執行措置の
種類は住宅ローンに関するもので（6億4,800万ドル）、ローンの回収、ローンの供与における差別、ローンのステアリング、リベート、
および違法行為に対して各種法執行措置が下されました。

図5A. CFPBによる商品別法執行措置

図5B. CFPBによる法執行措置の商品別金額構成
（救済金および罰金）
3% 2% 1%

5%
15%
20件の
法執行措置
10%

18%

35億ドル

50%

20%

76%

クレジットカード

小切手・普通預金口座

クレジットカード

小切手・普通預金口座

住宅ローン

学生ローン

住宅ローン

学生ローン

自動車ローン

自動車ローン

出所：CFPB報道発表、デロイト金融サービスセンターによる分析

9

銀行業界における法執行措置

しかしながら、このタイプの法執行措置は2010年以

• 中規模金融機関に対する厳しい法執行措置は、

降減少しており（図6A）、大規模金融機関に対する

分析期間を通してかなり少ない水準で推移しまし

法執行措置件数が全体で減っています。

た。ただし、2009年と2010年は例外で、これらの
法執行措置は若干増加し、それぞれ12件と10件

• 金融機関に対する法執行措置の増加も最近観察さ

にのぼりました（図7B）。

れる傾向の一つです（図6B）。2011年以降、金融機
関に対する厳しい法執行措置および比較的軽度な

小規模金融機関（資産が100億ドル未満）：小規模

法執行措置を合わせると、いずれの年も法執行措置

金融機関全体では、規模の大きい他の銀行よりも多い

全体の15％から29％を占めています。しかしなが

法執行措置を受けました。法執行措置を受けた小規模

ら、それよりも前の年には、これらの法執行措置が

金融機関が多数にのぼることを踏まえると、これは当

いずれの年でも法執行措置全体の9％を超えること

然の結果です。2000年以降、資産が100億ドル未満の

はありませんでした。最近の金融機関に対する制裁

金融機関のうち（分析期間中に破綻した金融機関、統

措置の増加傾向は、監督者の関心が明らかにシフト

合した金融機関、または買収された金融機関も含む）

していることを表わしています。

5,500以上の個々の金融機関が法執行措置を受けま
した。しかしながら、分析期間中に各金融機関が受け

中規模金融機関（資産が100億ドルから500億ドル）：

た法執行措置件数を平均すると、大規模金融機関の

全体では、2000年以降に中規模銀行およびその従業員・

29.2件および中規模金融機関の5.1件に対し、小規模

IAPが受けた法執行措置は、全体の5％を占めるに過ぎ

金融機関1つ当たりの法執行措置件数は約1.9件に過

ません。中規模銀行に対する法執行措置の注目すべき

ぎません22（大規模銀行が受けた平均法執行措置件数

点を以下にまとめます。

が多かったのは、それらの金融機関の個人に対して発
出された職員に対する制裁措置が多かった結果です。

• 大規模金融機関の傾向同様、中規模銀行に対する

これらの金融機関の従業員の多さを踏まえると、意外

法執行措置件数合計の約77％が職員に対する制裁

なことでもないでしょう）。

措置 でした 。もっ とも 、この 種類の法 執行措置 は
2010年以降減少しており（図7A）、よって2010年以
降毎年発出されている法執行措置件数合計も一貫
して過去の平均を下回っています。

図6A. 大規模金融機関の個人・IAPに対する法執行措置

図6B. 大規模金融機関に対する法執行措置
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図7B. 中規模金融機関に対する法執行措置
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出所：SNLフィナンシャル、デロイト金融サービスセンターによる分析
グラフ：Deloitte University Press | DUPress.com

小規模銀行に対する法執行措置の注目すべき点を以下に

停止命令および公式合意）が2011年以降減少している

まとめます。

からです（図8B）。もっとも、相対ベースでは、大規模お
よび中規模銀行の傾向と異なり、職員に対する制裁措

• 2008年から2012年に、金融機関に対する法執行措置

置は依然多く発出されています（図8A）。

が個人に対する法執行措置件数（職員に対する制裁

•過去15年で早期是正措置命令を受けた銀行区分は小

措置を含む）を上回りました。この傾向は2009年と

規模金融機関のみでした。主に「資本不足」を理由に

2010年に特に顕著になりました。

発出されました 23。想像に難くありませんが、早期是正

• 全体の法執行措置件数は2008年以前の水準に戻り

措置の約83％が2009年から2012年に発出されたもの
でした。

つつあります。これは主に、厳しい法執行措置（業務

図8A. 小規模金融機関の個人・IAPに対する法執行措置

図8B. 小規模金融機関に対する法執行措置
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疑問4. 2008年以降、どんな問題が

題をまとめました。大規模金融機関に対する厳しい法執

法執行措置（特により厳しい法執行

における不備ならびに銀行秘密法やマネー・ローンダリン

措置）の発出をもたらしたか？

グ防止（AML）法の違反などコンプライアンスやリスク管

行措置は、住宅ローンの回収および担保権執行の実務

理に関する問題が目立ちました。これらの問題の中に
は、監督者が現在も関心を寄せているものもあります。例

調査結果：住宅ローン回収実務における

え ば 、 2015 年 半 期 リ ス ク 見 通 し （ Semiannual Risk

不備および銀行秘密法（BSA）への遵守に

Perspective）にてOCCは、監督対象の大規模銀行にお
いては「業務、BSA・AML、コンプライアンス、内部統制、

関連して、大規模金融機関に対する厳しい

および与信に特に関係するリスク管理の脆弱さが要注意

法執行措置が多く発出されました。他方、

事項（MRA：matters requiring attention）および法執行措

中規模金融機関に対する法執行措置の理

置における懸念材料になっている」と指摘しています24。
他方、中規模金融機関のなかでは、財務健全性の方

由は、金融機関・銀行持株会社の財務上

が喫緊の課題である様子です。銀行または銀行持株会

の安全性・健全性に関する懸念がほとん

社のいずれについても、2000年以降に中規模金融機関
に対して発出された厳しい法執行措置の45％近くが、財

どを占めました。

務 健 全性 の脆 弱 さを 原因 と するも の でし た（図 9B） 。
BSA・AMLの違反または周辺のコンプライアンス・プログ

厳しい法執行措置の理由を把握することは口で言うほど

ラムの不備が、中規模金融機関に関する問題の上から2

容易ではありませんでした。こうしたデータに関しては標準

位に入りました。

化されたフォーマットが存在しないため、各法執行措置の

また、連邦取引委員会（FTC）法第5条の違反が、大

非体系的な文字データを個別に調査しこの情報を抽出しな

規模および中規模金融機関のいずれにおいてもいく分

ければなりませんでした。この作業においてはテキスト解

多く発生しました。連邦銀行規制当局がこの問題に対し

析が役立ちましたが、分析対象を2008年以降大規模およ

て法執行措置を発出していることは、CFPBと同様、連

び中規模金融機関に対して発出された厳しい法執行措置

邦銀行規制当局が不公正または詐欺的な販売実務から

（早期是正措置を受けたのは小規模金融機関のみだった

の消費者保護に注力していることを示しています。

ため、業務停止命令と公式合意）に限定しました。
図9Aおよび9Bに、大規模銀行および中規模銀行に対す
る厳しい法執行措置の発出をもたらす原因となった主な問

図9A. 2008年以降大規模金融機関に対して発出された

図9B. 2008年以降中規模金融機関に対して発出された

厳しい法執行措置の主な理由

厳しい法執行措置の主な理由

住宅ローンの回収および担保

31%

権執行実務における不備
BSA・AMLの 違 反ま たは

15%

周辺のコンプライアン
ス・プログラムの不備

ス・プログラムの不備

n=88

48%

財務健全性の脆弱性*
BSA・AMLの違反または

23%

周 辺 の コン プラ イ ア ン

FTC法第5条の違反

銀行・銀行持株会社の

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

15%

FTC法第5条の違反
n=40

0%

10%

20%

30%

40%

50%

*銀行の財務指標（CAMELS（自己資本、資産内容、経営監督、収益性、流動性、市場リスクに対する感応度：Capital Adequacy,
Asset Quality, Management Oversight, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk）評定制度で測定した指標）の

一つ以上における脆弱さと銀行持株会社の財務健全性に関する懸念があるケースを含む

出所：デロイト金融サービスセンターによる分析
グラフ：Deloitte University Press | DUPress.com
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銀行業界における今後の法執行措

りになりました26。

置は？

的に、FDICが監督する金融機関や、金融機関にIT支援

例えばサイバーセキュリティを例にとると、FDICは日常
サービスを提供する第三者である技術サービス提供者

法執行措置件数は近年減少しています

（TSP）にてIT・運用検査を実施しています。そしてこの検

が、銀行監督者は今後も積極的にペナル

査結果を、金融機関の安全性・健全性評定（CAMELS評

ティを賦課することが見込まれ．．．

定）の管理要素に組み込んでいます。これに加えFDIC
は、金融業界におけるサイバーセキュリティ問題を、立入
検査と規制目的・情報提供目的のレポートを通じて監視し

2011年以降、厳しい法執行措置を中心に法執行措置件

ています。サイバーセキュリティに伴う戦略上のリスクに

数が全体的に減少していることは、銀行業界にとって明る

鑑み、FDICは向こう数年、スタッフの増強とIT検査の強化

い動向であることに間違いありません。2014年、銀行に対

を図る方針です27 。同様に、他の連邦銀行規制当局も独

して発出された厳しい法執行措置件数は2008年以降で最

自の計画を策定し、監督対象の金融機関におけるサイ

も少ない水準まで減少しました 25 。こうした傾向から、自己

バーセキュリティ問題への対処を図っています28。

資本および流動性の強化ならびに資産の質向上など財務

OCCは、2015年半期リスク見通しにて、他の銀行や

健全性の顕著な改善が銀行業界全体で達成されたことが

ノンバンクとの競争が激化するなか銀行による与信業務

うかがえます。

において信用リスクが高まっている兆候があることを指摘

もっとも、一部の大規模銀行に対する最近の法執行措置

しています。信用リスクが高まっている兆候がある商品カ

が何らかの兆候を示しているとしたら、重度でないものでも

テゴリーとしては、シンジケート・レバレッジド・ローンや商

過失などがあると疑われるときは、監督者は銀行規則・規

業用不動産向け貸し出し、間接的自動車ローンなどが代

制を素早く執行することに躊躇しないということです。私たち

表的な例として挙げられます29。

は、当面はこうした傾向が続くと予想しています。とりわけ、

金利リスクも、今後監督者が注視する分野になり得ま

リスク管理やコンプライアンス管理などの分野ではこうした

す。近年は低金利環境にあり、銀行は個人や企業の預金

傾向が強くなるとみています。これらの分野では、従来は遅

者からどうにか低コストで資金を調達している状態にありま

行指標に頼るというのが標準的な対応でしたが、監督者は

す。しかしながら金利が上昇すると、粘着性の低い預金は

予見的（forward-looking）なデータやツールに頼る姿勢を

高金利商品にシフトし、粘着性の高い預金を巡る競争が生

強めています。信用リスクや流動性リスクのストレステスト

じかねません。こうした競争は銀行による資金調達コストの

も、規制当局が銀行業界において注意を払っている分野の

増加をもたらし、預貸利ざやの縮小に繋がると見込まれま

一つです。

す。規制当局はオンサイトとオフサイトの検査の実施を計
画しており、金融機関がさらされている金利リスクおよび金

．．．そして先を見越して監視する問題の
種類を広げることが見込まれる。

利の変動に対する感応度を把握し、また金利リスクに関し
て銀行が有効な管理方針および監督体制を確実に整備で
きるようにする予定です30。

安全性・健全性および消費者保護を優先課題に掲げ、規
制当局は今後もBSA・AML法の違反および消費者に対す
る不公正・詐欺的な行為に対して制裁措置を発出すると考
えられます。また、規制当局の戦略的計画を分析すると、
サイバーセキュリティや信用リスク、金利リスクも向こう数年
間は注意が払われる分野になる見通しであることが浮き彫
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今後も、銀行規制当局およびその他の機関は銀行によ

しかし、まだ続きがある．．．

る活動を厳しく監督すると私たちは予想しています。法執
私たちの調査範囲は4つの連邦銀行規制当局とCFPB

行措置を発出させる問題は時間の経過と共に変わるかも

による法執行措置に限定していますが、証券取引委員会

しれませんが、当面は現在のように厳しい監視の目が注

（ SEC） や 司 法 省 （ DoJ） 、米 国 商 品 先 物 取 引 委 員 会

がれることが見込まれます。

（CFTC）をはじめとする他の機関も銀行の活動を注視し
ています。例えば司法省は2015年5月、為替取引におけ

将来の法執行措置の予測および対

る違反行為およびロンドン銀行間取引金利（LIBOR）の

応を向上させるために銀行は何を

操作を理由に、国際業務を営む銀行5行に対して28億ド
ル近くの罰金を科しました31。罰則の大きさに加え、今回

できるか。

の制裁措置で注目すべき点は、いかなる不正行為をも容
認も否定もすることなく罰金のみを支払うというよくある対
応ではなく、ここ20年以上で初めて銀行がそうした規模

耐性、注意深さ、そして対応力を実証する

の犯罪行為を認めたということです。

確固としたリスク管理・コンプライアンスの
枠組みが、将来の法執行措置に対する備
えを銀行がするうえで役立つでしょう。
仮に監督者による監視が厳しくなくても、法執行措置の
発出の契機となる各種問題の識別および管理を向上する
ことによって、銀行は恩恵を受けることはあっても不利益

今後も、銀行規制当局およびその他の

を被ることはないでしょう。言うまでもありませんが、これ

機関は銀行による活動を厳しく監督する

は口で言うほど容易ではありません。しかしながら、私た

と私たちは予想しています。

行措置から重要な教訓をいくつか得られます。

ちの見解では、規制当局と銀行はいずれも、近年の法執
有効なリスク管理・コンプライアンス体制とは、強さ・注
意深さ・迅速さを兼ね備えた体制であると私たちは考えま
す（図10）。

図10. 確固としたリスク管理・コンプライアンス体制の主要な属性

1

2

3

強い守備力

問題を検出

素早い対応

できる注意
深さ

出所：デロイト金融サービスセンターによる分析
グラフ：Deloitte University Press | DUPress.com
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強い守備力
当然のことながら、銀行の第一目標
は、そもそも法執行措置を受けるような
事態を回避することです。とりわけ、厳し
い法執行措置は避けたいと考えるでしょ
う。2011年以降法執行措置件数が減っ
ているということは、監督者による監視の目が緩んでいる
ということを表わしているのかどうかはさておき、銀行の財
務健全性の改善およびコンプライアンスの文化における
変化が進んだとみることもできます。各銀行のリスク管
理・コンプライアンス機能を一層強化する余地があること
は間違いありませんが、銀行はどうやら、監督者が厳しい
法執行措置を発出する前に先を見越して機動的に問題
の是正に取り組んでいるようです。
先に示した過去の法執行措置の分析から、銀行業界に

の２つの例としては、信用リスクと流動性リスクのストレス
テストが挙げられます。一方、より規模の小さい銀行につ
いては、確固とした内部統制による安全性・健全性の確保が
今後も、注力すべき最も重要な分野になると考えられます。
さらに、職員に対する制裁措置が多い状態が2010年以
降続いていることを踏まえると、個人の責任に関する意識
および教育を強化する必要性と、より予見的な経営監督
を実践する必要性があることがうかがえます。ほとんどの
違反行為が人間によるものであるという事実に鑑みると、
金融機関の文化を醸成するうえではそうした取り組みが
重要であることが一層浮き彫りになります。司法省の司法
副長官は最近の演説で、地位の高い役員は「ホワイトカ
ラー犯罪」に対してもっと責任を問われるべきであると提
案しましたが、そうしたことからも、こうした防衛体制の重
要性が明らかに見て取れます32。

とって役立つ教訓がいくつか得られます。どんな問題が法

問題を検出できる注意深さ

執行措置を発出させるかを相対ベースおよび絶対ベース
の両方で把握することで、銀行は規制当局が注視してい

注意深さとは、ほかでもなく、問題を監

る分野を把握でき、自行の内部統制を強化し、正しいリス

督者による検査で検出される前に検知す

ク管理ツールを装備できるようになるでしょう。私たちの分

る強力な監視・管理体制の必要性をいい

析によると、今日、BSA・AMLやFTC法第5条など比較的

ます。自己管理および先を見越した報告

古い法律の違反または不遵守が原因で最も厳しい法執

は金融機関にとって有利に働くと考えら

行措置が下されています。規制の変更が毎年導入される

れ、場合によっては将来の法執行措置を

なか、そうした現行の法律に関するプロセスの慣行化が、

軽減する可能性もあります。

銀行が新しい規制を遵守するうえでも役立つかもしれま

多くの場合規制当局は、ペナルティを賦課する際、自発

せん。

的な開示や先を見越したコミュニケーションを考慮に入れ

とは言っても、先を見越して防御すべき問題は銀行に

ます33。他方、違反や不備を故意に隠そうとすると、賦課さ

よって異なると考えられます。大規模銀行は、その規模、

れる民事制裁金が増額されたり、その金融機関と監督者

システミックリスク、経営の複雑性に鑑みると、確固とした

との関係が悪化する傾向があります34。

全行的なコンプライアンス管理体制を整備するためには

この段階での取締役会の役割は特に重要です。取締

おそらく他より多くの労力を費やす必要があるでしょう。他

役会は、正しい方向性を打ち出すだけでなく、銀行のコン

方、中規模銀行は、リスク管理およびデータガバナンス手

プライアンス・プログラムを注意深く監督することもできま

続きを強化し、遅行指標に頼るのではなく自己の監督管

す。銀行監督者が問題を特定するプロセスに取締役会が

理をより予見的にするよう努めるでしょう。予見的な姿勢

早い段階で関与することは、大いに役立つ可能性があり
ます。
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素早い対応

厳しい法執行措置が下されると多くの場合、銀行の取締
役会は、銀行による当該法執行措置の遵守を監督する

法執行措置を一旦受けると、金融機関は

コンプライアンス委員会を設置することを迫られます。そう

迅速かつ効果的に措置を講じて問題を解決

した銀行はまた、従前より厳しい報告義務を課されます。

する必要があります。規制当局は多くの場

規制当局との間で先を見越した対話を維持し、コンプライ

合、罰金を賦課する際に銀行の協力度を評

アンス状況に関する情報を各段階で定期的に報告するこ

価し考慮に入れます。対応が遅れると深刻な

とが不可欠になります。さらに、監督者と開かれた協力的

影響が生じる場合があり、その結果、追加的な法的費

な関係を築くことも、規制当局の要求に応えるうえで大い

用が発生することも多くあります。

に役立つと考えられます。

有効なリスク管理・コンプライアンス体制とは、強さ・注意深さ・迅速さ
を兼ね備えた体制であると私たちは考えます。

付録A
銀行業界における法執行措置の歴史の概要

法執行措置は、何十年にもわたり重要な監督ツールの

同法により連邦規制当局は、次の目的で業務停止命令を

一つでした。FDICを創設する根拠にもなった1933年

発出する権限を得ました。

銀行法により連邦銀行規制当局は、一定の指令に銀
行金融機関を従わせる権限をいくらか得ました35。しか
しながら、創設後30年以上の間、FDICに発出する権

• 現行の法律に違反する実務またはその金融機関の財
務健全性を損なう実務をやめさせるため

限がある法執行措置の種類は一つのみでした。それ
はすなわち、金融機関の預金保険を解約するという法

• 金融機関に是正措置を講じるよう命じるため

執行措置です。この措置は強力である一方、発出でき
る範囲が限られることが多く、しかも懲罰的な色合いが

それから10年以上が経過した1978年、金融機関規制

かなり強いものでした。こうした状況は、米国連邦議会

および金利統制法（Financial Institution Regulatory and

が金融機関監督法を可決した1966年に変わりました。

Interest Rate Control Act）が制定されました。これによ
り、規制当局が法執行措置を発出できる権限が著しく広
がり、個人に対して法執行措置を発出したり、現行法の違
反または業務停止命令など過去の法執行措置の不遵守を
理由に民事制裁金（罰金）を賦課できるようになりました。
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1980年代の貯蓄貸付危機をきっかけにまた、二つの

もっと最近では、ドッド・フランク法の各種規定により、

法 律 が 制 定 され ま した 。金 融 機 関 改 革 救 済 執 行 法

銀行業界に対する連邦銀行規制当局の監督が強化さ

（FIRREA）と連邦預金保険公社改善法（FDICIA）です。

れたほか、ガバナンスおよびリスク管理を注視するそれ

1989年と1991年にそれぞれ可決されたこれら二つの法

ら当局の姿勢が強められました。とりわけ、ドッド・フラン

律により、規制当局が利用できる監督ツールが著しく強

ク法によりCFPBが創設され、消費者保護の分野にお

化されました。自己資本要件の賦課と預金保険制度の

ける政策決定および執行力の一元化と強化が図られま

全面見直しに加え、これらの法律により規制当局は銀行

した。

に対し、経営陣を変え、職員に解雇・停職法執行措置を

ドッド・フランク法が制定される前、特にFIRREAと

下し、成長を制限し、配当金の支払いをやめることを要

FDICIAの施行後は、銀行監督者の執行力拡大が原因

求する権限を得ました。FIRREAによりまた、規制当局

で銀行の成長が阻害されるという警戒感が、懐疑的な

の監督対象が広がり、ブローカーや弁護士、第三者の

見方をする人の間で広がりました。しかしながら、2006

技術サービス提供者（TSP）など、銀行事業体と関係の

年にミネアポリス連邦準備銀行（FRBM）が実施した調

ある機関関連当事者（IAP）も監督対象になりました。

査によって、そうした警戒感には正当な理由が無いこと

これらの新たな規制によりまた、1989年8月9日から

が明らかになりました。例えば、両規制の施行後、銀行

公式の法執行措置の公表が義務になりました。しかしな

の破綻件数は大幅に減少し、そして業界全体の利益も

がら、各機関が提供する検索機能および開示の詳細度

目立って改善しました36。

に幅広い差があったため、（いくつかの例外を除き）すべ

FRBMの調査はさらに、銀行業界がどのような状態

ての公式措置が監督者のウェブサイト上で確認できるよ

にあるかという監督者の評価に沿って法執行措置の賦

うになったのは2000年になってからでした。

課がなされる傾向にあることを明らかにしました。業績
が好調な時期は、リスク管理およびコンプライアンスを
重視する規制当局の姿勢が主な原動力になって法執
行措置の賦課がなされていました。しかし、業績が不調
な時期は、CAMELS評定制度に関係する財務指標の
改善を目的とする法執行措置が多く発出されました。私
たちの分析で、こうした傾向が2008年以降も続いてい
ることが分かりました。
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付録B
本分析に含めた法執行措置のSNLによる定義38

厳しい法執行措置

に関するデータベースにおいて資本増強命令
（Capital Directives）を早期是正措置として分類して
います。資本増強命令とは、追加資本を注入しその

I. 金融機関に対するもの

資本を許容水準まで引き上げることを銀行金融機関
に要求する命令をいいます。一定の措置を講じ会社

1. 業務停止命令（Cease and Desist Orders）： 銀行金
融機関が危険もしくは不健全な銀行実務あるいは法律

の自己資本の水準を保護する必要があるという意味
では、資本増強命令は早期是正措置と同類です。

違反に関与している、関与した、または関与しようとし
ているときに金融機関に発出される差し止め型の強制
執 行 可 能 な 命 令 。 同 意 に 基 づ く 命 令 （ Consent
Orders）と呼ぶときもあります。SNLによる業務停止命
令の分類には一時業務停止命令（temporary Cease

比較的軽度な法執行措置

and Desist Orders）も含まれています。一時業務停止
命令は基本的に、現在進行中のまたは予想される損
害から銀行を保護する差し迫った必要性があるときに

I. 金融機関に対するもの

限り発出されます。一時業務停止命令は、支払不能、
資産の浪費、状態の悪化、または法的な不利益を防ぐ
ための積極的行動を要求する場合もあります。

4. 預金保険の停止（Deposit Insurance Threat） 39：
この法執行措置は、最も厳格な法執行措置に区分さ
れますが、滅多に発出されることがないため、SNL

2. 公 式 合 意 （ Formal

Agreements/

は比較的軽度な法執行措置に分類しています。銀

Supervisory Agreements ） ： 公 式 合 意 （ 英 語 で は

行金融機関に有形資本（tangible capital）がないと

Formal Written AgreementまたはFormal Supervisory

き、その銀行金融機関の被保険者資格は、公式な

Agreementと呼ばれ、総称してFormal Agreementsと

預金解約手続きが完了するまで停止される場合が

いう名称で知られています）の内容は逐条的に記載さ

あります。もっと厳しいケースでは、その金融機関が

れ、銀行における不備または違反を是正し、安全かつ

危険もしくは不健全な状態にある、または危険もしく

健全な状態を回復するのに必要な制限、是正措置、お

は不健全な銀行業務もしくは法律違反に関与した場

よび改善策を定めるものです。業務停止命令と違い、公

合、預金保険が解約されることもあります。

Written

式合意は連邦裁判制度において強制執行できません。
5. その他の罰金（Other Fines）：これは、危険もしくは
3. 早期是正措置（Prompt Corrective Actions）：早期

不健全な銀行実務・業務、法律違反、または関係銀

是正措置とは、自己資本の水準を保護するために、そ

行規制当局が発出した命令の遵守を怠ったことを理

の銀行の資本の状況によって決められる所定の法的

由に金融機関に対して賦課される金銭的ペナルティ

改善措置に基づいて銀行金融機関に所定の是正措

をいいます。

置を講じさせる命令をいいます。SNLは、法執行措置
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6. 賠償・返還命令（Order Requiring Restitution）：
賠償・返還命令を受けた銀行は、被害を受けた当事

II. 個人に対するもの

者または規制機関に損害額または不当利得を賠償・
返還する必要があります。

11. 職 員 に 対 す る 制 裁 措 置 （ Sanctions against
Personnel）：何らかの法律、業務停止命令、もしく

7. コ ー ル レ ポ ー ト に 係 る 違 反 （ Call Report

は文書により賦課された何らかの条件に違反した

Infractions）：コールレポートに係る違反は、コール

IAP、または危険もしくは不健全な銀行実務に関与

レポートを期限までに提出しなかった銀行金融機関

しもしくは加わったIAPは、職員に対する制裁措置を

に対して賦課される罰をいいます。

通じて、銀行金融機関での職を罷免され、解雇さ
れ、もしくは停止され、そして場合によっては、規制

8. HMDA違反に対する制裁措置（Sanctions Due to

当局から事前に承認を得ることなく預金保険加入銀

a HMDA Violation）：この法執行措置は、住宅抵当

行の業務に関わることを禁止されることがあります。

貸付公開法（HMDA：Home Mortgage Disclosure
Act）に違反した銀行金融機関に対して罰を賦課する
ものです。

12. 人 に 対 す る 業 務 停 止 命 令 （ Cease and Desist
Order against a Person）：個人が危険もしくは不
健全な銀行実務あるいは法律違反に関与している、

9. 覚書（MoU：Memo of Understanding）：規制当局

関与した、または関与しようとしているときにその個

は、通常業務停止命令や公式合意のようにMoUを

人に発出される差し止め型の強制執行可能な命令。

開示しないため、この措置の特定は容易ではありま
せん。さらにほとんどの場合、公式合意に先立って

13. 人 に 対 す る 罰 金 （ Fines Levied Against a

MoUは発出されます。従来は、監督機関はMoUを

Person）：これは、危険もしくは不健全な銀行実務・

発出してから公式合意を出し、そして勧告した改善

業務、法律違反、または関係銀行規制当局が発出

措置を銀行に強制するために最後に業務停止命令

した命令の遵守を怠ったことを理由に個人に対して

を出していました。しかしながら最近は、必ずしもこう

賦課される金銭的ペナルティをいいます。

した順序で法執行措置が発出されるというわけでは
ありません。

14. 人 に 対 す る 賠 償 ・ 返 還 命 令 （ Restitution by a
Person）：人に対する賠償・返還命令を受けた個人

10. ヒアリング通知（Hearing Notice）またはその他の
法執行措置（Other Action）：

–

ヒアリング通知：連邦機関が、銀行もしくはIAPが
危険もしくは不健全な銀行実務に関与した、また
は法規制に違反したと考えるときに、同機関はそ
の金融機関またはIAPにヒアリング通知を出す場

は、銀行金融機関または規制機関に損害額または
不当利得を賠償・返還する必要があります。
15. 人に対するその他の法執行措置（Other Actions
against a Person）：個人に対するその他すべての
法執行措置がこの区分に分類されます。

合があります。ヒアリングは一般に、かかる通知
が出された日から60日以内に行われます。ヒアリ
ング手続きにおいてその銀行またはIAPに過失が
あると判断されたときは、何らかの法執行措置が
発出されます。

–

その他の法執行措置：金融機関に対するその他
すべての法執行措置がこの区分に分類されます。
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後注
1.

『OCC fines three banks for $950 million for FX

連邦準備制度における12の地区連銀による法執行
措置を一つのカテゴリーにまとめました。本レポートで

に3銀行に9億5,000万ドルの罰金命令』 OCC報道発

は連邦準備制度と呼んでいます。

表 （ 2014 年 11 月 12 日 ） http://www.occ.gov/newsissuances/news-releases/2014/nr-occ-2014-

9.

なお、規制当局はすべての法執行措置についてPDF
ファイルを公表しているわけではありません。人に対

157.html （アクセス日時：2015年10月1日）

する制裁措置をはじめ法執行措置のなかには、PDF

2.

同上

ファイルが添付されていない種類の法執行措置もあり

3.

本レポートで、私たちが分析対象としたのは、連邦準

ます。

4.

備制度やFDIC、OCC（およびOTS）、NCUA、CFPB

10. 合衆国法典第12編第1831p-1条、連邦規則集第12編

などの連邦銀行規制当局による法執行措置のみで

30、および連邦規則第12編第170部のもと、OCCは

す。SECやCFTCなどの他の金融規制当局による法

安全・健全性基準を満たしていないと判断した銀行に

執行措置は本分析には含まれていません。出所：

対してかかる判断通知（総称して不備に関する通知

FDIC 『 FDIC enforcement decisions and orders

書（Notice of Deficiency）と言います）を発行し、安

（ FDIC に よ る 法 執 行 措 置 の 決 定 と 命 令 ） 』

全・健全性コンプライアンス計画の提出を要求しま

https://www5.fdic.gov/EDO/ （アクセス日時：2015年

す 。 出 所 ： Niel Willardson and Jackie Brunmeier

10月1日）

『Types of enforcement actions（法執行措置の種類）』

Niel Willardson and Jackie Brunmeier『Supervisory
enforcement actions since FIRREA and FDICIA,
（ FIRREA と FDICIA 施 行 後 の 監 督 法 執 行 措 置 ） 』

Region ミネアポリス連邦準備銀行（2006年9月1日）
https://www.minneapol-isfed.org/publications/theregion/types-of-enforcement-actions （アクセス日

Region ミネアポリス連邦準備銀行（2006年9月1日）

時：2015年10月1日）

https://www.minneapolisfed.org/publications/theregion/supervisory-enforcement-actions-sincefirrea-and-fdicia （アクセス日時：2015年10月1日）
5.

6.

7.

詳細については「Types of enforcement actions（法執

11. Partnership for Progress（進歩のためのパートナー
シップ（連邦準備制度のプログラム））『Enforcement
actions（法執行措置）』

行措置の種類）」に関する補足記事を参照して下さい。

https://www.fedpartnership.gov/bank-lifecycle/topic-index/enforcement- actions （アクセス日

SNLフィナンシャル (http://www.snl.com/ )は現在マ

時：2015年10月1日）

グロウヒル・フィナンシャルの傘下に入っており、銀行

12. 合衆国法典第12編第1818条、1821(c)条 (5)(B)、(C)

業界を含む幅広い業界のニュース、データ、調査を提

お よ び (H) に 基 づ く 命 令 。 出 所 ： FDIC 『 FDIC law,

供しています。
衆国法典第12編第1829条の連邦預金保険法第19

regulation, related acts（FDICの法律、規則、関連法）』
https://www.fdic.g006Fv/regulations/laws/rules/100
-400.html （アクセス日時：2015年10月1日）

条を指しています）」が含まれています。このレターは

13. OCCの事業年度は9月から8月です。民事制裁金お

「所定の犯罪行為を犯したとして有罪が確定した、ま

よび賠償金・返還金に関するこの見積額には、他の

たは正式な公判手続きではないダイヴァージョン・プ

諸規制当局によるその他罰金および調停は含まれて

ログラムもしくはこれに準ずる手続きに入ったため、規

いません。

私たちの分析には約340通の「セクション19レター（合

制当局もしくは裁判所から事前に承認を得ることなく

14. CFPBによる法執行措置については、私たちの分析

被保険預金機関、その持株会社、または信用組合の

では銀行業界を対象とするものに限定しました。

業務に携わることが禁止されていると連邦準備銀行

15. FDIC 『 Quarterly banking profile: Fourth quarter

が知った機関関連当事者に対して同準備銀行が送付
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8.

trading improprieties（OCCが不正為替取引を理由

するレターをいいます」。出所：フィラデルフィア連邦準

2014, Brick-and-mortar banking remains prevalent
in an increasingly virtual world（四半期銀行プロファ

備銀行『SRC insights: Third quarter 2008, Section

イル：2014年第4四半期、バーチャル世界が浸透する

19 letters（SRCインサイト：2008年第3四半期、セク

なか実店舗型の銀行が依然一般的）』（2015年3月5

ション19レター）』
https://www.philadelphiafed.org/bankresources/publications/src-insights/2008/thirdquarter/q3si6_08 （アクセス日時：2015年10月1日）

日 p.25）
https://www.fdic.gov/bank/analytical/quarterly/2015_vol9_1/FDIC_4Q2014_v9n1.pdf
（アクセス日時：2015年10月1日）
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16. 本節においては、職員に対する制裁措置（SAP）を
分析から除外しています。SAP報告書の50％近く
が公表されていません。
17. OTS は 2011 年 に OCC と 統 合 し た た め 、 OTS と

27. 同上
28. OCC『Annual report fiscal year 2014（2014年度年
次報告書）』（2015年1月13日 p. 4）

OCCによる法執行措置は本分析においては合算

http://www.occ.gov/publications/publications-bytype/annual-reports/2014/ar-2014-full.pdf （アクセス

しています。

日時：2015年10月1日）

18. David H. Carpenter 『 The Consumer Financial
Protection Bureau (CFPB): A legal analysis（消
費 者 金 融 保 護 局 ： 法 的 分 析 ） 』 Congressional
Research Service（米国議会調査局）（2014年1月
14日p. 4）
https://fas.org/sgp/crs/misc/R42572.pdf （アクセ
ス日時：2015年10月1日）
19. CFPB『The CFPB strategic plan, budget, and

29. OCC『Semiannual risk perspective（半期リスク見通
し）』 p. 5
30. FDIC『FDIC strategic plan 2015-2019（FDIC 20152019年戦略的計画）』 p. 18
31. 『 Five major banks agree to parent-level guilty
pleas（大手5銀行が親会社レベルの有罪答弁に同
意 ） 』 司 法 省 報 道 発 表 （ 2015 年 5 月 20 日 ）

performance plan and report （ CFPB 戦 略 的 計

http://www.justice.gov/opa/pr/five-major-banksagree-parent-level-guilty-pleas （ ア ク セ ス 日 時 ：

画、予算、およびパフォーマンス計画・レポート）』

2015年10月1日）

（2015年2月5日 p. 15）
http://files.consumerfinance.gov/f/201502_cfpb_
report_strategic-plan-budget-and-performanceplan_FY2014-2016.pdf
（アクセス日時：2015年10月1日）

32. 『 Deputy Attorney General Sally Quillian Yates
delivers remarks at New York University School of
Law announcing new policy on individual liability in
matters of corporate wrongdoing（サリー・クィリアン・
イエーツ司法副長官がニューヨーク大学ロースクール

20. 法執行措置に関するCFPBの報道発表の分析

で講演をし、企業による不正事案における個人の責

21. 分類の詳細については付録Bをご覧下さい。

任 に関 する新た な方針 を発 表）』司 法省報道 発表

22. 平均データには、個々の規制対象事業体レベルの
分析が反映されており、銀行持株会社レベルで合
算していません。
23. 大規模金融機関が資本不足に陥ると、基本的に破
綻します。また、早く破綻してしまうため、銀行監督
者が早期是正措置を発出する時間があまりありま
せん。
24. OCC『Semiannual risk perspective - From the
National Risk Committee（半期リスク見通し‐全米
リスク委員会公表）』（2015年春期 p.8）
http://www.occ.treas.gov/publications/publicatio
ns-by-type/other-publicationsreports/semiannual-riskperspective/semiannual-risk-perspective-spring2015.pdf （アクセス日時：2015年10月11日）
25. Hina Nawaz 『 2014 saw least severe
enforcement actions against banks since crisis
（2014年、銀行に対する厳しい法執行措置は危機以
降で最小）』SNLフィナンシャル（2015年2月11日）
https://www.snl.com/interactivex/article.aspx?id
=31062602&KPLT=6
（アクセス日時：2015年10月1日）
26. FDIC 『 FDIC strategic plan 2015-2019 （ FDIC
2015-2019年戦略的計画）』（2015年4月21日 p. 18）
https://www.fdic.gov/about/strategic/strategic/St
rategic_Plan_2015_2019.pdf
（アクセス日時：2015年10月1日）

（2015年9月10日）
http://www.justice.gov/opa/speech/deputyattorney-general-sally-quillian-yates-deliversremarks-new-york-university-school （ ア ク セ ス 日
時：2015年10月1日）
33. FDIC『 Risk management manual of examination
policies, Section 14.1 - Civil money penalties（検査
方針におけるリスク管理マニュアル 14.1節‐民事制
裁金）』
https://www.fdic.gov/regulations/safety/manual/sec
tion14-1.html （アクセス日時：2015年10月1日）
34. 同上
35. Timothy J. Curry, John P. O.Keefe, Jane Coburn,
and Lynne Montgomery 『 Financially distressed
banks: How effective are enforcement actions in
the supervision process?（財政的に逼迫している銀
行：監督プロセスにおける法執行措置の有効性
は？）』FDIC（1999年9月24日 p. 1）
https://www.fdic.gov/bank/analytical/banking/1999
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36. Willardson
and
Brunmeier 『 Supervisory
enforcement actions since FIRREA and FDICIA
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37. 同上
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デロイト金融サービスセンター
について
デロイト金融サービスセンターは、米国におけるデロイトの金融サービス関連事業の一部であり、銀行、資本市場の金融機関、投資信託
会社、プライベートエクイティ会社、ヘッジファンド、保険会社、不動産会社などの経営陣が意思決定に際して直面する最も重要な問題に
関して最新の見識を提供しています。当センターは、調査、業界のイベント、討論会など様々な場を通じて金融サービスの問題に関する総
合的な見解や、刺激的なソート・リーダーシップを、特定の金融機関上の役割や機能のニーズに合う形で提供しています。
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