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ボルカー･ルール － 自己勘定取引の禁止： 

外国銀行の関連ブローカー・ディーラーに関する考察 

（参考訳） 原題:  “The Volcker Rule Prohibition on Proprietary Trading: Considerations for 
Broker-Dealer Affiliates of Foreign Banking Organizations” 

ボルカー･ルールは銀行業に従事する組織及びその関連法人による「自己勘定取引（proprietary trading）」に対し重大な

制約を課すものである。本メモランダムは、これらの制約が米国内で又は米国の顧客との間で業務を行う foreign  

banking organization（その範囲については下記を参照）の関連会社である証券会社にどのような影響を及ぼし得るかに

ついて検討することを目的としている。ボルカー･ルールの概要については、A User’s Guide to the Volcker Rule

（http://www.mofo.com/files/Uploads/Images/131223-A-Users-Guide-to-The-Volcker-Rule.pdf）、ボルカー･ルールの

外国銀行組織への一般的な影響の検討については、The Volcker Rule: Impact of the Final Rule on Foreign Banking 

Organizations（http://www.mofo.com/files/Uploads/Images/131211-Volcker-Rule.pdf）を参照されたい。 

自己勘定取引規制の概要 

ボルカー･ルールは、全ての「banking entities」に適用されるが、「banking entities」には米国に支店若しくは代理店を有

し、又は米国銀行その他一定の米国子会社を有する外国銀行組織（foreign banking organization。以下「FBO」とい

う。）を含むと定義されている（（以下「banking entities」を便宜上「銀行等」という。）。また、ボルカー･ルールの適用範囲

は FBO の関連法人（米国内外に所在する、ブローカー・ディーラー業務を営む当該 FBO の関連法人（以下「関連ブロー

カー･ディーラー」という。を含む。）にも及ぶとされている。 

ボルカー･ルールは「自己勘定取引」の原則禁止を定めているが、「自己勘定取引」は、銀行等のトレーディング勘定で本

人として金融商品の売買を行うことと定義されている。「自己勘定取引」には代理として行われた取引は含まれない[1]。

「金融商品」には、証券、金融派生商品及び商品先物に係る取引契約が含まれる[2]が、貸付及び外国為替取引はこの定

義に含まれていない。「トレーディング勘定」の範囲は、銀行等の関連法人である証券ディーラーが行う取引、並びに当該

取引の目的が短期利益又はヘッジ若しくは裁定取引である場合の銀行若しくは関連法人の取引にも及ぶと定義されてい

る。60 日未満の期間保有される金融商品は短期取引目的の保有と推定される。 

したがって、後述の適用除外事由に該当する場合を除き、ボルカー･ルールは FBO の関連ブローカー・ディーラーがその

顧客の代理として取引することを大幅に制限すると思われる。 

米国外でのみ行われた取引の適用除外 

ボルカー･ルールは、米国外でのみ（solely outside the United States）行われた取引については、FBO 及びその関連法

人にかかる自己勘定取引規制の適用対象外としている（以下「SOTUS 取引の適用除外」という。）。SOTUS 取引の適用

除外は、次の要件を充足する FBO 及びその関連法人が対象となる。 

                                                      
[1] さらに、リスクを伴わない本人取引及び受託者としての地位により行う取引も「自己勘定取引」の原則禁止の対象外とされている。 

[2] 本メモランダムは証券ブローカー・ディーラーについての論点を扱うが、  同様の適用除外要件は FBO の関連法人であるスワップ・ディー

ラーや先物取次業者にも当てはまる。  

http://www.mofo.com/files/Uploads/Images/140109-Volcker-Rule-Prohibition.pdf
http://www.mofo.com/files/Uploads/Images/140109-Volcker-Rule-Prohibition.pdf
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 当該 FBO はその事業の大半を米国外で大半で行っており、かつ米国銀行等の支配下にないこと（すなわち、当該

FBO が適格外国銀行組織（Qualifying Foreign Banking Organization、QFBO）であること） 

 当該取引を行う当該 FBO 又はその関連法人が米国外に所在すること 

 取引にかかる判断は米国外に所在する者によって行われること 

 当該取引は米国外の口座に計上されること 

 当該取引のための資金提供が当該 FBO の米国関連法人又は米国支店によって行われないこと 

 次の取引を除き、米国法人と又は米国法人を通じて取引を行わないこと。 

o 取引が速やかに取引清算機関により決済されることを条件に、本人として行為する米国の仲介業者であって

関連法人ではない者を通じて行われる取引、 

o 当該取引が取引所その他類似の機関で匿名で行われ、かつ速やかに取引清算機関により決済される場合

は、代理人として行為する米国の仲介業者であって関連法人ではない者を通じて行われる取引、又は 

o 米国法人の外国オペレーションとの取引。 

FBO の関連ブローカー･ディーラーは、米国外で本人として取引を行うために、SOTUS 取引の適用除外に依拠すると予

想される。しかし、ボルカー・ルールに適合するためには、米国顧客との間でなされる本人としての取引についての確立さ

れた商慣行には、修正が必要となるかもしれない。本人として米国の顧客又は相手方と行う取引については、当該取引

が関連法人ではない米国の仲介業者を通じて行われるときのみ、SOTUS 取引の適用除外が適用され得る[3]。ボルカー・

ルールはこのように、FBO 及びその関連法人が米国に所在する関連ブローカー･ディーラーを通じて自己勘定取引を行う

ことを禁じている。 

この規制の意義は、SEC Rule 15a-6 に基づき FBO 及びその米国関連ブローカー･ディーラーにより培われてきた取引

実務の観点から検討すべきである。同 Rule はその大部分が米国機関投資家による外国証券へのアクセスを促進するた

めに 1989 年に導入されたものである。Rule 15a-6 の下では、本人又は代理人の地位で行為する外国ブローカー･ディ

ーラー及び銀行は、米国で登録を受けたブローカー･ディーラーを通じて取引を実行することにより、米国機関投資家に取

引の勧誘をすることができる。多くの FBO は、米国で登録を受けたブローカー･ディーラーを設立しており、かかるブロー

カー・ディーラーは、FBO 及びその海外ブローカー･ディーラーと、米国機関投資家との間の取引を、推進する役割を果た

している。かかる取引慣行は、代理人として行われる取引については継続する可能性はあるものの、ボルカー･ルールは

FBO がその米国関連ブローカー･ディーラーを通じて本人としてかかる取引を行うことを禁じている。これは SEC Rule 

15a-6 の趣旨に反して、このような関連ブローカー･ディーラーのビジネスを縮減し、米国機関投資家の外国証券取引を

行う能力に影響するおそれがある。 

証券の分売への参加 

ディーラーはしばしば本人として証券の分売に参加する。例えば、株式買取引受又は従来の Rule 144A 取引においては、

証券ディーラーは速やかに顧客に転売することを目的として発行会社から新規に発行された有価証券を取得する。ボル

カー･ルールの下では、即時転売目的で本人として有価証券の買付を行うことは自己勘定取引とみなされ、当該取引が

SOTUS 取引の適用除外又は引受行為の適用除外の要件を充たす場合を除いて禁じられている。 

                                                      
[3]  また、SOTUS 取引の適用除外により FBO は本人として米国法人の外国支店や外国営業所と取引することができる。 
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ボルカー･ルールには「引受会社」として適切に認可を受けた銀行等の関連法人が行う「分売」への参加については引受

業務の適用除外事由を定める。この引受業務の適用除外規定を遵守すれば、FBO の関連ブローカー･ディーラーは米国

内で有価証券の公募・私募に参加することが認められる。「引受会社」の定義は広範で、引受団の構成員、および販売証

券会社等を含む。「distribution（分売）」は次のように定義される。 

 1933 年米国証券法に基づき SEC に登録した募集対象有価証券のオファリング、又は 

 その他「特別の販売努力及び販売方法により通常の取引と区別」される募集対象有価証券のオファリング 

特別の販売努力又は販売方法の定義はないが、これを採択した連邦当局によるボルカー･ルール前文には、ロードショー、

プレゼンテーションなどの実例をいくつか挙げている。 

銀行等は、引受業務の適用除外に依拠しようとする場合、広範囲の追加的要件を充足する必要がある。例えば、銀行等

の分売対象有価証券について取るポジションは、「．．．合理的に予測されるクライアント、顧客及び取引相手の短期的需

要」を超えるものであってはならない。「短期的需要」の予測は、当該銀行等の類似のオファリングの経験、市況の知識及

び類似の情報に基づいてなされなければならない。また、引受業務に従事する者に対する報酬はボルカー・ルールが禁

じる自己勘定取引の誘引とはならないように設定しなければならない。さらに、銀行等は、ボルカー･ルールの Subpart D

（以下「Subpart D コンプライアンス・プログラム」）に詳述される追加的な内部コンプライアンス基準を実施・維持しなけれ

ばならず、かつさまざまな追加的な報告義務に服する。その点の検討の詳細については、後述の考察とともに、The 

Volcker Rule and Capital Markets Offerings（http://www.mofo.com/files/Uploads/Images/131227-Volcker-Rule-

Capital-Markets-Offerings.pdf）を参照されたい。 

上記のとおり、自己勘定取引の禁止は、FBO の関連ブローカー・ディーラーが代理人としての地位において行為するとき

は適用されない。米国内で有価証券の分売を行うにあたり、本人として参加する場合に義務付けられるコンプライアンス

の負担増を考慮すると、銀行の関連ブローカー・ディーラーの中にはボルカー･ルールの適用を回避するために分売にお

ける役割を見直そうとする者もでてくるだろう。例えば、従来の 144A 取引においては、1 社又は複数のディーラーが適格

機関投資家（qualified institutional buyer、QIB）向けの転売目的で発行会社から証券を取得するが、私募取扱者として

のブローカー・ディーラーを通じて実施する私募によって発行会社が直接 QIB に対し有価証券の売付をする（「144A 適

格取引」）形へと、取引の再構成が検討されることになるかもしれない。既発行有価証券については、144A の制約の範

囲内で流動性を促進するため、CUSIP（Committee on Uniform Securities Identification Procedures、統一証券識別手

続委員会）番号が付され、決済は DTC（The Depository Trust Company）/ユーロクリア（Euroclear）を通じて行われるこ

ともあり得る。 

FBO 及びその海外ブローカー・ディーラーは、SOTUS 取引の適用除外に依拠して、グローバル・オファリングのうち米国

外取引の部分は引受会社として引続き業務を行うことができるはずであり、グローバル・オファリングに米国内へ売付けら

れる 144A 証券が含まれることにより SOTUS 取引の適用除外への依拠が妨げられるべきでない。しかし、米国外販売

分に関して引受会社として行為する FBO は 144A 販売分の取引に参加すべきではなく、また当該 FBO の米国関連ブロ

ーカー・ディーラーが米国内販売分の取引に参加する場合には、代理取引として構成するか、又は引受業務の適用除外

の要件に適合するよう構成する必要がある。 

マーケット・メーキング 

ボルカー･ルールは、自己勘定取引の禁止について、マーケット・メーキングを適用除外とする条項を備えている。この適

用除外は、マーケット・メーキングは本質的に本人として行う一連の取引であることに鑑み、SOTUS 取引の適用除外の

対象とならないマーケット・メーキングには必須である。この適用除外を活用するためには、ブローカー・ディーラーは以下

の要件を充足する必要がある。 

 マーケット･メーキング対象の有価証券について常時買い気配又は売り気配を提示できる体制を構築すること 
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 合理的に予想されるクライアント、顧客及び取引相手の短期的需要を超えないよう計画された在庫を維持すること 

 Subpart D コンプライアンス・プログラムの追加基準（リスク管理のために設計された取引限度、方針及び内部統制

を含む。）を実施し、維持すること 

 マーケット・メーキングに従事する人員に対して、禁止されている自己勘定取引を行う動機を与えないように設計され

た報酬体系を用いること 

在庫有価証券に対する「短期的需要」は、市場の分析及び「過去の顧客の需要にかかる実証可能な分析･･･」に基づいて

判断しなければならない。短期的な需要の算定において注意すべき点は、500 億ドルを超えるトレーディング資産・負債

を有する銀行等については、ブローカー・ディーラーがこの銀行等を「顧客」として取り扱うべき理由を明示できない限り、

「クライアント、顧客及び取引相手」には含まれないことである。しかしながら、あらゆる規模の銀行等との銀行業者間取

引は、その取引がブローカー・ディーラーによるマーケット・メーキングをサポートするために行われる場合に限り許容され

る。 

したがって、FBO の関連ブローカー･ディーラーは、引き続きマーケット・メーキングに従事することができるものの、そのマ

ーケット・メーキングが米国外でのみで行われる場合を除き、当該ブローカー･ディーラーは、その在庫ニーズについて厳

密な分析を行う必要があるとともに、Subpart D コンプライアンス・プログラムに定める追加要件や報告義務を遵守する必

要がある。 

その他の許容される自己勘定取引 

ボルカー･ルールは、FBO の関連ブローカー･ディーラーが次の商品について自己勘定取引を行うことを認めている。 

 米国の長期財務省証券及び政府機関債券 

 地方債 

 FBO が設立されている国の政府が発行又は保証するソブリン債[4]  

ボルカー･ルールはまた、FBO の関連ブローカー･ディーラーが、リスクのない本人取引を行うこと及び受託ベースで本人

取引を行うことも認めている。 

代理取引 

ボルカー･ルールによる制限は、自己勘定取引に限られている。FBO 及びその関連法人は、引き続き従来の方法で代理

取引を行うことができる。そのような行為には、以下が含まれる可能性がある。 

 顧客からの証券の買い・売り注文に応じるブローカーとして行為すること 

 米国機関投資家との間で代理人として売買取引（Rule15a-6 に基づく米国の関連ブローカー･ディーラーによる取

引）を行うこと 

 Rule15a-6 の要件に従い、米国機関投資家にリサーチ・レポートを提供すること 

 代理人としてクロス取引を実施すること 

                                                      
[4] SOTUS 適用除外に基づき、FBO は、ソブリン債について自由に本人取引を行うことができる。但し、その取引が U.S.米国外でのみ実

行・記帳されることを条件とする。 
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 私募における私募取扱者として行為すること 

 上記の 144A 適格取引における代理人として行為すること 

 登録ダイレクト・オファリングを推進すること 

 M&A 取引におけるアドバイザーとして行為すること 

重大な利益相反、ハイリスクの回避 

ボルカー･ルールが許容する全ての自己勘定取引は、プルデンシャル・バックストップとも呼ばれる次の 3 つの一般禁止

条項、すなわち、(i) 取引にクライアント、顧客及び取引相手との間で重大な利益相反があってはならない、(ii) 取引が銀

行等を資産や取引戦略に関する高いリスクにさらすものであってはならない、(iii) 取引が銀行等の安全性・健全性又は米

国金融の安定性を脅威にさらすものであってはならない、の対象となる。顧客との重大な利益相反については、取引前に

明確かつ適時に開示することで効果的にこれに対処することができる。その代わりに、銀行等は、情報障壁により利益相

反を解消することもできる。但し、その構築にも関らず利益相反が顧客に重大な悪影響を与え得る場合には、情報障壁に

依拠することは認められない。プルデンシャル・バックストップは SOTUS 取引の適用除外に基づく取引に適用されるが、

完全に米国外で行われる取引について、米国当局がこれをどのように執行するかは不透明である。 

記録保持・報告義務 

多額の米国トレーディング資産・負債を保有する FBO は、一定の記録保持・報告義務を負う。これらの義務は、FBO の

米国における全オペレーションを合わせたトレーディング資産・負債が下記の基準額を超える場合に発生する。FBO がこ

の要件に該当することとなった場合、自己勘定取引に関する各種の指標を毎日算定する義務を負うこととなる。さらに、四

半期ベースで（米国トレーディング資産・負債が 500 億ドルを超える FBO の場合は月次で）該当の米国規制当局に報告

書を提出しなければならない。SOTUS 取引の適用除外の対象となる自己勘定取引は、当該算定又は報告書に含める

必要はない。但し、FBO による他の自己勘定取引は全て対象となる。具体的な記録保持・報告義務の内容は、ボルカー･

ルールの Appendix A に定められている。この報告義務は、米国トレーディング資産・負債が 500 億ドル以上の FBO に

ついては 2014 年 6 月 30 日に、米国トレーディング資産・負債が 250 億ドル以上の FBO については 2016 年 4 月 30

日に、米国トレーディング資産・負債が 100 億ドル以上の FBO については 2016 年 12 月 31 日にそれぞれ発生する。自

己勘定取引を行う FBO の関連ブローカー･ディーラーは、必要な情報が適時に関連 FBO に提供されるよう確実を期すた

めの内部報告手順を整備する必要がある。 

Subpart D コンプライアンス・プログラム 

ボルカー･ルールは、全ての銀行等が、自己勘定取引上の制限事項の遵守に確実を期し、これを監視できるよう合理的

に設計されたコンプライアンス・プログラムを策定するよう求めている。このプログラムには、 低限（大方のブローカー・

ディーラーのコンプライアンス担当役員には馴染みのありそうな）次の要素を盛り込まなければならない。 

 対象の取引活動を監視・制限するよう設計された方針書及び手続書 

 コンプライアンスを監視する内部統制 

 コンプライアンスに係る責任の詳細を定めるマネジメント・フレームワーク 

 コンプライアンス・プログラムの有効性についての独立性テスト及び監査 

 トレーディングにかかわる人員やマネジャーのトレーニング 

 コンプライアンスを立証する記録の保持 
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自己勘定取引を行い、かつ、500 億ドル以上の米国資産を保有する FBO 又はマーケット・メーキングや有価証券の分売

を行う FBO には、さらなるコンプライアンス基準の充足が求められる。この追加的コンプライアンス基準により、自己勘定

取引から生じるリスクを監視し、制限することを目的とする方針・手続の実施が求められる。例えば、当該追加基準の対

象となる FBO は、トレーディング・デスクごとに、ミッション、許可された活動、取引限度及びそのデスクで取引できる顧

客・取引相手の種類を定める方針・手続を実施する義務を負う。この追加基準については、ボルカー･ルールの付録 B に

定められている。 

*                 *                 * 
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