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１．はじめに 

2014 年８月 21日、米国司法省（Department of Justice）は、住宅モーゲージ担保証

券 (Residential Mortgage-Backed Securities, RMBS) 及 び 債 務 担 保 証 券

(Collateralized Debt Obligation, CDO)に関連する証券化、オリジネーション、売却

等に関し、司法省、米国連邦預金保険公社（Federal Deposit Insurance Corporation, 

FDIC）その他の関係政府機関及び６つの州とバンク・オブ・アメリカとの間で、総額

166 億 5000 万ドルの包括的な和解合意を締結した旨発表した2。本件和解は、単一の企

業体との間の民事上の和解としては米国史上最大のものであり、また金融機関改革救済

執行法（Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act of 1989, 

FIRREA）史上最大の 50 億ドルの民事制裁金を課すものである。その金額の大きさ等か

ら、和解当時大々的に報道等もされたところであるが、本稿は、米国大規模金融機関に

対する責任追及事案の実例及びその法的枠組みの一端を紹介するものである。 

２．事案の背景 

(1) 住宅モーゲージ担保証券（RMBS）、債務担保証券（CDO） 

本件におけるバンク・オブ・アメリカの責任は、住宅モーゲージ担保証券（RMBS）

及び債務担保証券（CDO）に関連する証券化、オリジネーション、売却等に係る不当表

示に起因している。そこで、本件の説明を始める前に、RMBS や CDO の概要について簡

単に説明する。

米国においては、金融機関が住宅ローンを実行した場合、住宅ローン債権を自ら保

有する場合の他、モーゲージ担保証券（MBS）として証券化する場合がある。具体的に

は、住宅ローンを実行した金融機関が、一定数の住宅ローン債権を特別目的会社に一

括譲渡し、特別目的会社は、その債権を担保に証券を発行する。特別目的会社は、当

該証券を機関投資家等に売却し、その売却代金を債権譲渡の対価として住宅ローンを

実行した金融機関（オリジネーター）に対して支払う3。金融機関は、モーゲージ担保

証券を機関投資家等に売却することで、住宅ローン債権の債務者の信用リスクから解

放され、また証券化に伴う手数料収入を得ることが可能となる4。現在、米国では、ク

レジットカード債権、自動車ローン債権、商業用不動産ローン債権などを担保とした

資産担保証券（ABS）の発行も行われており、これら資産担保証券のうち商業用不動産

                                                   
2 Department of Justice,  Bank of America to Pay $16.65 Billion in Historic Justice Department Settlement for 
Financial Fraud Leading up to and During the Financial Crisis  
(http://www.justice.gov/opa/pr/bank-america-pay-1665-billion-historic-justice-department-settlement-financial-frau
d-leading で入手可能)。 
 なお、バンク・オブ・アメリカは、日本においても、包括的な和解合意を締結した旨のプレスリリース

を公表している（バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション「米国司法省及び各州司法長官との間で、

モーゲージ関連訴訟及び調査を解決するための包括的な和解合意を締結」

（http://www.japan.ml.com/news/Newsroom/Release%20Japanese/082214.pdf で入手可能））。 
3 証券化の仕組みについては、池尾和人『現代の金融入門【新版】』（筑摩書房、2010）212 頁以下参照。
4 大島和夫『世界金融危機と現代法』（法律文化社、2009）6 頁。 
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ローン債権と住宅ローン債権を担保とした証券とを区別する関係上、後者は住宅モー

ゲージ担保証券（RMBS）とも呼ばれている5。

ところで、当初、米国における住宅ローン債権の証券化は、政府支援機関（GSEs）

であるファニーメイ（Fannie Mae、連邦住宅抵当金庫）とフレディマック（Freddie Mac、

連邦住宅金融抵当金庫）が民間の金融機関から住宅ローン債権を買い上げる形で行わ

れていた。これら GSEs が買上げの対象としていたのは、信用リスクが一定限度のもの

（プライム・ローン）に限られていた。他方、これら GSEs が買上げの対象としない住

宅ローン債権については、大手の投資銀行等が買い上げて証券化していたが、これら

の住宅ローン債権は、GSEs により証券化されていた住宅ローン債権に比べて信用リス

クが高いものであり、サブプライム・ローンと呼ばれていた6。

サブプライム・ローンを証券化した投資銀行等は、元となる住宅ローン債権の信用

度に応じて証券に優先劣後構造を設け、そのうち最優先のシニアに次ぐ信用リスクを

有する証券（メザニン）を担保とする債務担保証券（CDO）をさらに発行し、これを機

関投資家等に売却することも行っていた7。2000 年代の低金利下においては、サブプ

ライム・ローンを担保とする RMBS やメザニンの RMBS を担保とする CDO は他の投資対

象に比べても金利面の条件がよく、住宅価額の上昇に伴う住宅ローン市場の活況も相

まって RMBS や CDO の市場は拡大していった。

しかしながら、2007 年以降、住宅価額は下落に転じ、サブプライム・ローンの延滞

や焦付きが目立つようになってきた。これに伴い、サブプライム・ローンを担保とす

る RMBS や RMBS を担保とする CDO の価値も下落し、多くの金融機関が RMBS や CDO の価

値の下落を原因とする多額の損失や流動性不足を抱えるようになった。

 

                                                   
5 池尾、前掲注 3、215 頁。
6 サブプライム・ローン問題については、池尾、前掲注 3、216 頁以下参照。
7 池尾、前掲注 3、216, 217 頁。 
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(2) 金融危機に伴う米国金融機関の再編 

サブプライム・ローン問題に端を発する一連の金融危機は、米国金融機関の経営危

機を招き、結果として再編が図られることとなった8。

金融危機前には米国証券大手４位であったベアー・スターンズは、2007 年８月９日

のいわゆる「パリバ・ショック」9前の同年６月 22 日に既に傘下のヘッジファンド２

社の CDO 関連損失に伴い経営が急速に悪化していたが、翌 2008 年３月 16日、JPモル

ガンに救済買収されることとなった。同年７月９日には、政府支援機関（GSEs）であ

るファニーメイ及びフレディマックが経営破綻を公表し、米国政府の管理下に置かれ

ることとなった。同年９月 15日には、米国証券４位（当時）のリーマン・ブラザーズ

証券が米国連邦裁判所にチャプター11 を申請して破綻し、２日後の 17 日には北米投

資銀行部門につきバークレイズが買収することに合意し、１週間後の 22 日には、日本

を含むアジア太平洋部門につき野村ホールディングスが買収することで基本合意に至

った。リーマン破綻と同日の９月 15 日には、米国銀行２位のバンク・オブ・アメリカ

が米国証券３位のメリルリンチを救済合併すると発表した。翌 16日には、米国政府が

米国保険大手の AIG 株式の 79.9%を取得し、公的管理下に置くことも発表された。破

綻に至らなかった証券２社については、モルガン・スタンレーは９月 22 日に三菱 UFJ

フィナンシャル・グループから最大 9000 億円の出資を受けることを発表し、ゴールド

                                                   
8 大島、前掲注 4、13～31 頁を参考にした。
9 市場でサブプライム・ローン関連の金融商品の買い手がつかず、解約に対応するための現金化が困難と

なり、2007 年 8 月 9 日に仏大手銀の BNP パリバが同行傘下のミューチュアル・ファンドの解約凍結を発

表した。それまでサブプライム関連商品を積極的に購入していた欧米の投資家が動揺し、信用不安が起こ

った。http://www.nikkei.com/money/investment/toushiyougo.aspx?g=DGXIMMVEW4005004112008000001 参照。 
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マン・サックスは翌 23 日にバークシャー・ハザウェイ社等を引受先とする総額 75億

ドルの増資計画を発表した。10月３日には、米国銀行４位のワコビアの銀行業務がウ

ェルズ・ファーゴに買収されることが発表された。 

 

 

 

(3) バンク・オブ・アメリカによる買収 

   バンク・オブ・アメリカは、2008 年１月、住宅ローン貸付最大手のカントリーワイ

ド全社を 40 億ドルで買収することを発表し、同年７月、買収を完了した。また、上記

(2)で述べたとおり、バンク・オブ・アメリカは、リーマン・ブラザーズ証券の破綻と

同日の 2008 年９月 15 日、米国証券３位のメリルリンチを救済合併すると発表し、翌

2009 年１月１日に、買収手続を完了した。なお、バンク・オブ・アメリカについては、

一連の金融危機によって破綻や買収等は免れたが、メリルリンチの不振等に伴い、リ

ーマン破綻後に成立した TARP（Troubled Asset Relief Program）に基づく合計 450

億ドルの公的資金の注入を受けた（優先株、１年後の 2009 年 12 月に返済完了）10。 

 

                                                   
10 http://www.bloomberg.co.jp/news/123-KUEJIW6TZ01S01.html 参照。 
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３．本件紛争の概要 

(1) 司法省による請求 

ア FIRREA に基づく請求 

(ｱ) 司法省による請求は複数の根拠に基づくが、そのうち主たるものは金融機関改

革救済執行法（Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act 

of 1989, FIRREA）に基づくものである。 

FIRREA は、1980 年代の貯蓄貸付組合（Savings and Loan association, S&L）

の相次ぐ破綻を受け、S&L 問題の解決のために 1989 年に成立した金融制度に対す

る包括的な改革法である。本法による改正の内容は多岐にわたるが11、法案審議

の過程で、S&L 等における内部統制の欠如、それに起因する内部者による犯罪行

為及び犯罪行為に至らないまでも経営を危険にさらす不公正な取引の存在が議論

され、その過程で高まった責任追及機運を踏まえて責任追及に関する所要の法整

備が行われた12。

そのうちの一つとして導入されたのが、本件において司法省がバンク・オブ・

アメリカに対して請求している民事制裁金である。すなわち、司法長官は、連邦

法所定の金融犯罪に該当する行為が認められるときは、連邦裁判所に対し、民事

制裁金の査定を求める民事訴訟を提起することができる。民事制裁金の額は、原

則として 100 万ドル以下に限られるが（12 U.S.C. 1833a(b)(1)）、違反行為が継

続的なものである場合には総額 500 万ドルを超えない限度で１日当たり 100 万ド

                                                   
11 FIRREA の概要については、岸毅「アメリカ合衆国における破綻金融機関の旧経営者等に対する責任追

及活動の歴史と現状－我が国との比較－」預金保険研究第 6 号、25 頁以下を参照。
12 岸、前掲注 11、24 頁。 
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ルとすることができる（12 U.S.C. 1833a(b)(2)）。さらに、当該違反行為により

金銭的利益が得られた場合、民事制裁金の額は、当該違反行為により個人が得た

金銭的利益の総額又は被告以外の者に与えた損失額を超えない限度で、上記の額

を超えることができる（12 U.S.C. 1833a(b)(3)）13。民事制裁金の請求の方法に

ついては立法過程において様々な方法が検討されたようであるが14、最終的には、

司法省がまず民事制裁金の査定を求める訴えを連邦裁判所に対して提起し、連邦

裁判所は通常の民事訴訟と同様、証拠の優越（preponderance of evidence）に基

づいて認定する形が採用された。 

 

 

(ｲ) 本件において、司法省は FIRREA に基づいて訴訟を提起しているが、訴状に

おいて具体的な請求金額や相当と判断する査定金額等を明示していない15。

なお、後述するとおり、本件和解において FIRREA に基づく請求に係る和解金

額が 50 億ドルと定められており、上記原則（12 U.S.C. 1833a(b)(1)）の 100

万ドルを大幅に上回っていることから、第三者に与える損害の大きさの限度で

上記原則の金額を超える旨定める例外規定（12 U.S.C. 1833a(b)(3)）の適用を

前提としているものと推測される。 

                                                   
13 12 U.S.C. 1833(b)(3)(B)が、財産的損害を受けた者として「預金保険基金」を規定していることから、破

綻金融機関のレシーバーである FDICが破綻金融機関に生じた損失を破綻金融機関の資産として回収する

ことが可能であるほか、当該金融機関の破綻により「預金保険基金」が被った損失を司法省が民事制裁金

の形で回収することも可能となった（岸、前掲注 11、28 頁参照）。  
14 司法省自らが具体的な制裁金額の査定権限を有し、違反者が査定を不服とする場合にのみ連邦裁判所に

訴えを提起する方法や、司法省長官が連邦裁判所において民事制裁金を請求する訴えを提起しなければな

らず、証明の程度についても、証拠の優越に止まらず、明白かつ説得的な証拠（clear and convincing evidence）
を必要とする方法等が議論された。立法経緯の詳細については、岸、前掲注 11、28～29 頁参照。
15 訴状については、http://pdfserver.amlaw.com/nlj/bofa_complaint_2013_nc.pdf で入手可能。 
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(ｳ) 訴状において、司法省はバンク・オブ・アメリカ及びその関連会社による

RMBSの組成、募集及び販売に係るRMBS購買者に対する詐欺行為を根拠にFIRREA

に基づく請求を主張している。すなわち、バンク・オブ・アメリカ及びその関

連会社は、米国証券取引委員会（the United States Securities and Exchange 

Commission, SEC）に対する提出書類等において、虚偽又は誤解を招く記載をし

たり、重要事項の開示を行わなかったりしたことにより、RMBS の品質や信用度

について投資家を故意かつ悪意を以て誤解に至らしめたというのである。司法

省は、これらの行為が、政府機関に対する虚偽記載（18 U.S.C. 1001）及び借

入及び与信申込における虚偽陳述（18 U.S.C. 1014）に該当するとして、FIRREA

に基づく請求を行っている。

なお、訴状では、本件和解契約添付の合意事実記載書に記載されているメリ

ルリンチやカントリーワイドの責任については追及されておらず、バンク・オ

ブ・アメリカ自身が 2007 年後半から 2008 年前半にかけて組成、募集及び販売

した RMBS（BOAMS 2008-A）のみが FIRREA に基づく請求の対象となっている16。 

 

 

 

                                                   
16 SEC の請求権の消滅時効期間が最長３年であること（15 U.S.C. 77m）等を踏まえて SEC が 2013 年 8
月 6 日に訴訟を提起したのに併せ（後記３(3)参照）、司法省も同日に SEC が提起した訴訟と同一の事実に

基づいて訴訟を提起している。もっとも、FIRREA に基づく民事制裁金の請求権の消滅時効は 10 年であ

るため（12 U.S.C. 1833a(h)）、上記訴訟提起後に早期のタイミングで和解に至らなければ、司法省として

はメリルリンチ、カントリーワイドの行為についても別途訴訟を提起していた可能性もある。 
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イ 連邦法上の詐欺に基づく請求 

和解においては、FIRREA に基づく請求の他、連邦法上の詐欺に基づいて総額 18

億ドルを司法省に支払うこととされている。これは、４(2)エ及びオにおいて後述す

るとおり、政府保証が焦げ付いたことによる損失や、バンク・オブ・アメリカの行

為によってファニーメイ、フレディマック等の政府支援機関（GSEs）が被った損失

に基づくものである。 

 

(2) FDIC による請求 

ア FDIC は、破綻金融機関のレシーバー（Receiver）として、回収の極大化を目的と

して破綻金融機関に損害を生ぜしめた専門家の責任を追及することができる17。責任

追及は、必ずしも破綻に至らしめた行為についてのみ行うものではなく、破綻金融

機関に損害を生ぜしめた行為である限り追及の対象となる18,19。責任追及に当たって

は、通常破綻後 18か月間にわたって調査が行われ、①案件の有意性（meritorious）

や②費用対効果（cost-effective）が認められると判断される場合のみ訴訟が提起

される。なお、FDIC は政府機関でありながら（12 U.S.C. 1819(b) ）、自らの判断に

より訴訟を提起できる旨が明文で認められている（12 U.S.C. 1819(a)）20。 

 

イ 本件和解においても、FDIC は 26 の破綻金融機関のレシーバーとして総額 10 億

                                                   
17 破綻金融機関のレシーバーとしての FDIC による責任追及訴訟については、

https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/pls/index.html 参照。 
18 FDIC は、責任追及の対象となり得る者として、(1)役員、(2)信用保険（fidelity bond）、(3)会計士、(4)
弁護士、(5)鑑定士、(6)証券業者、(7)商品業者、(8)詐欺的借主、(9)役員賠償保険、(10)保険業者、(11)その

他、の 11 のカテゴリーを列挙している。Office of Inspector General, FDIC, Audit of the Professional Liability 
Claims Process (2002), at 14（https://www.fdicig.gov/reports02/02-019.pdf で入手可能）。破綻金融機関のレシ

ーバーとしての FDIC によるバンク・オブ・アメリカに対する訴訟は、上記カテゴリーでは(6)等に該当す

るため、これらの訴訟も破綻金融機関のレシーバーとしての FDIC による責任追及の一形態と整理され得

る。
19 破綻金融機関のレシーバーとしての FDIC による責任追及は、破綻金融機関の損害の回復を目的として

行うものであり、司法省による FIRREA に基づく民事制裁金の請求とはその目的が同一ではないから、同

一の行為に対しても両者の請求は併存し得るものであり、司法省による民事制裁金の請求がなされたとし

ても破綻金融機関のレシーバーとしての FDIC による請求が減殺されるものではない（FIRREA に基づく

民事制裁金の請求を行った場合、得られた金員は国庫に帰属することとなるのに対し、破綻金融機関のレ

シーバーとしての FDIC が損害賠償請求を行った場合、得られた金員は破綻金融機関に帰属することとな

り、得られた金員の帰属という点においても相違がある）。

 なお、米国においては、原告が実際に被った損害を補填する賠償に加えて、懲罰の趣旨で、被告に対し

て原告に対する賠償を命ずる懲罰的損害賠償制度が存在する。もっとも、この制度は、原告に対して被告

へのペナルティを追及するインセンティブを付与する制度であり、得られた懲罰的損害賠償金は原告に帰

属することとなる（関戸麦『日本企業のための米国民事訴訟対策』（商事法務、2010）19 頁）。したがっ

て、仮に破綻金融機関のレシーバーとしての FDIC が懲罰的損害賠償金を受け取った場合、当該金員は破

綻金融機関に帰属することとなる。懲罰的損害賠償は、制裁的意味合いが強く、その点においては行政上

の民事制裁金と一部共通するが、実際に懲罰的損害賠償が認められる事案が多いというわけではない。
20 破綻金融機関のレシーバーとしての FDIC の権限は、特段の事情がない限り、裁判所によっても制限す

ることができない（12 U.S.C. 1821(j)）。 
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3100 万ドルの支払を受けることとされている21。これらはいずれも、バンク・オブ・

アメリカや、メリルリンチ、カントリーワイド等が組成、募集及び販売等を行った

RMBS を破綻金融機関が購入し、損失を被ったことに基づく連邦法及び州法上の証券

法に係る請求に関するものである。現に、FDIC は、破綻した７金融機関のレシーバ

ーとして、当該請求に関して合計 14 件の訴訟を提起し、また破綻した 19 金融機関

のレシーバーとして、クラスアクションにおける和解を認めるか否かに関する訴訟

も行っていた。

本稿においてその詳細を論ずることはできないが、例えばユナイテッド・ウエス

タン・バンクのレシーバーとしてバンク・オブ・アメリカが買収したカントリーワ

イドに対して提起した訴訟においては、ユナイテッド・ウエスタン・バンクが破綻

前にカントリーワイドから購入した MBS の発行や売買に、重要事実の不実記載を禁

ずるコロラド証券法違反があるとして損害賠償を請求している22。 

 

 

 

                                                   
21 FDICのプレスリリースについては、https://www.fdic.gov/news/news/press/2014/pr14069.htmlで入手可能。 
22 当該訴訟については、原告の請求を排斥すべきであるとのバンク・オブ・アメリカによる主張に対し、

カリフォルニア連邦地方裁判所が当該主張を一部認め、原告の請求を一部棄却するとの判断を示している。

当該訴訟においても、後記注 44 で言及するように、バンク・オブ・アメリカによるカントリーワイドの

買収が「事実上の合併（de facto merger）」に該当し、バンク・オブ・アメリカが責任を負うことになるか

が争点となった。連邦地方裁判所は、この点に関するバンク・オブ・アメリカの主張を容れ、バンク・オ

ブ・アメリカはカントリーワイドの承継者としての責任（successor liability）を負わないとの判断を示し

た。
http://hb.betterregulation.com/external/Federal%20Court%20Narrows%20FDIC%20Lawsuit%20Against%20Count
rywide.pdf 参照。 
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ウ また、メーン州の退職年金基金が提起したクラスアクション23においては、カン

トリーワイドが 2004 年３月から 2013 年８月にかけて発行した合計 429 の MBS に係

る届出書類等に実質的な虚偽や誤解を招く記載がなされ、また重要事実の欠落があ

ることが、連邦証券法（Securities Act of 1933）11, 12(a)(2)及び 15 に違反する

との主張が原告よりなされ24、連邦地方裁判所においてクラスアクションにおける

和解が承認された25。なお、破綻した 19 金融機関のレシーバーであった FDIC は、

当該和解を拒否し26、連邦高等裁判所において、当該クラスアクションにおける原

告が同一の発行及び同一の「トランシェ」のみを代表していると連邦地方裁判所が

判断している点等を不服として争っていた。 

 

 

                                                   
23 クラスアクションとは、１人又は少人数の者が、より多くの人数からなる集団の利益を代表して行う訴

訟のことである。クラスアクションがなされると、訴訟手続に関与していない者についても、訴訟の結果

が帰属することになる。例えば、クラスアクションによる損害賠償請求で原告が勝訴すると、訴訟手続に

関与している者の損害分だけでなく、訴訟当事者になっていないクラスメンバーの損害分についても被告

に賠償義務が生ずる（関戸、前掲注 19、222 頁）。
24 訴状については、http://www.cohenmilstein.com/media/pnc/2/media.802.pdf で入手可能。 
25 通常の民事訴訟における和解手続では、訴訟の両当事者が合意すれば裁判所の承認がなくても和解は効

力を持つのに対し、クラスアクションにおいては訴訟手続に関与しないクラスメンバーに不利益が及ばな

いようにするため、裁判所の後見的監督が強化されており、裁判所が、公正（fair）、合理的（reasonable）
かつ、適切（adequate）なものであると認めない限り、和解は承認されず、効力を持たない（連邦民事訴

訟規則 23 条(e)(2)）。関戸、前掲注 19、231 頁。
26 クラスアクションにおいては、具体的な和解案が提示されてから離脱を希望するに至るクラスメンバー

が存在することも考えられるため、和解に際して改めて離脱の機会を与えることが裁判所から求められ、

これが裁判所による和解承認の条件とされることがある（連邦民事訴訟規則 23 条(e)(4)(5)）。関戸、前掲

注 19、231 頁。

 本件のように、破綻金融機関のレシーバーとしての FDIC がクラスアクションに巻き込まれることもあ

るようであるが、この場合も、他の責任追及訴訟と同様、①有意性及び②費用対効果が認められるか否か

を考慮の上、クラスアクションにおける解決内容を承諾するか否かが決定されるようである。 

54



13 
 

 

(3) SEC による請求 

  ア 米国証券取引委員会（the United States Securities and Exchange Commission, 

SEC）は、投資家保護を目的とする独立の政府機関である。独自に刑事責任を追及す

ることはなく、民事責任の追及のみを行っているため、訴訟を提起した場合におけ

るその証明責任の程度は証拠の優越（preponderance of evidence）で足りる。また、

特定の行為については、行為者自身の主観を立証する必要はなく、例えば一般大衆

に対する不実表示が認められれば、行為者の主観の如何を問わず責任追及を行うこ

とができる。 

 

イ 本件においては、司法省や FDIC とは別に、SEC も連邦証券法違反等を理由とする

独自の請求をバンク・オブ・アメリカに対して行っており、司法省が訴訟を提起し

た日と同日の 2013 年８月６日、訴訟を提起している。 

当該訴訟においても、和解契約添付の合意事実記載書に記載されているメリルリ

ンチやカントリーワイドの責任については追及されておらず、バンク・オブ・アメ

リカ自身が 2007 年後半から 2008 年前半にかけて組成、募集及び販売した RMBS

（BOAMS 2008-A）のみが対象となっている。具体的には、SEC の主張によれば、BOAMS 

2008-A における 70％以上の住宅ローンが第三者のモーゲージ・ブローカーを通して

組成したいわゆる「ホールセール・モーゲージ」27であり、延滞やデフォルトのリ

スクが通常より高いにもかかわらず、こうした重要事実を一部の投資家のみにしか

開示せず、全ての投資家への開示や連邦証券法に基づく書類の提出を怠っていた。

また、SEC によれば、リスクの高いホールセール・ローンの不相当な割合や引受け

に係るバンク・オブ・アメリカ内部のガイドラインに違反するローンの存在等によ

り、BOAMS 2008-A には全体として 8.05%のロスが発生しており、これはバンク・オ

                                                   
27 本件では、第三者のモーゲージ・ブローカーを通して組成した住宅ローンのことを「ホールセール・モ

ーゲージ」「ホールセール・チャネル・ローン」等と呼んでいる。米国では、貸手である金融機関と借手

である顧客とを仲介するモーゲージ・ブローカーが、実際に顧客からローンの申込みを受け販売する場面

において、非常に大きなシェアを占めている。モーゲージ・ブローカーは、顧客の要望、条件に合ったモ

ーゲージを紹介するだけでなく、金融機関への申込みから契約成立までの顧客サポート全般を行い、手数

料を顧客、金融機関双方から受け取る（室屋有宏「米国における住宅ローン貸出市場の変化と将来像～ 第
5 回 製販分離の傾向と受付・販売業務のアウトソース化 ～」農林中金総合研究所『金融市場』2003 年２

月号 17 頁（http://www.nochuri.co.jp/report/pdf/f0302fo2.pdf で入手可能））。 
 サブプライム・ローンの多くが独立系モーゲージ・カンパニー（モーゲージ・ブローカー及びモーゲー

ジ・バンカー）により行われていたとされているが（例えば、2005 年に実行されたサブプライム・ロー

ンのうち、連邦監督下の金融機関によるものが 20％、その子会社によるものが 30％、残り 50％が州監督

下にあるノンバンクの独立系モーゲージ・カンパニーによるものとなっている）、これら独立系のモーゲ

ージ・カンパニーは、連邦法の規制が及ばず、各州の監督・規制に服するにすぎず、また規制の程度も州

によって区々となっている。一部のブローカーは、より高金利のローンや期限前返済違約金条項付きのロ

ーンを成約させたエージェントに報奨金や追加手数料を与えていたとされており、サブプライム・ローン

の融資基準の緩和は、州監督下の独立系モーゲージ・カンパニーが先導してきた可能性があるとも言われ

ている（みずほ総合研究所『サブプライム金融危機』（日本経済新聞出版社、2007）200～202 頁）。 
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ブ・アメリカによる証券化において最大の損害であった。約 7,000 万ドルの損害が

既に発生し、さらに 5,000 万ドルの損害の発生が予想されており、SEC としては、

これらの損害を発生させたバンク・オブ・アメリカの上記行為が提出書類の不備や

不実記載を違法とする連邦証券法 5条(b)1、17 条(a)2 及び 17 条(a)3 に違反すると

訴状において主張した28。 

 

(4) 州による請求 

その他、バンク・オブ・アメリカやバンク・オブ・アメリカが事業を承継したメリ

ルリンチ、カントリーワイド等による RMBS、CDO の組成、募集、販売等において州法

違反があったとして、カリフォルニア、デラウェア、イリノイ、メリーランド、ケン

タッキー及びニューヨークの各州が、バンク・オブ・アメリカに対する請求権の存在

を主張していた。 

４．本件和解の概要 

冒頭で述べたとおり、2014 年８月 20 日にバンク・オブ・アメリカと司法省その他の

関係政府機関及び６つの州との間で締結された和解は、単一の企業体との間の民事上の

和解としては米国史上最大のものであり、また FIRREA 史上最大の 50 億ドルもの民事制

裁金を課すものであった29。 

 

(1) 和解契約の全体の構成 

本件和解は、本文 27ページ、全 21条から構成され、司法省、カリフォルニア、デ

ラウェア、イリノイ、メリーランド、ケンタッキー及びニューヨークの各州、並びに

連邦住宅局（Federal Housing Administration, FHA）及び住宅都市開発省（Department 

of Housing and Urban Development, HUD）がこれに署名している30。上記本文に、事

実について記載した合意事実記載書(statement of facts)31、後に述べる消費者救済

の概要32、FDIC33及び SEC34との和解契約書等が別添（Annex, Exhibit）として添付さ

                                                   
28 SEC のプレスリリースについては、

http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1370539751924 で入手可能。 
29 なお、本件和解の成立に関しては、2009 年 11 月に設立された金融詐欺タスクフォース（Financial Fraud 
Enforcement Task Force）及び同タスクフォース内に設置された RMBS ワーキング・グループの存在及びそ

の活動も寄与しているものと思われる。同タスクフォースは、直近の金融危機の責任追及を主な目的とし

て設立され、金融犯罪の訴追や制裁の公正かつ効率的な執行、被害者の損失の回復等のための活動を行っ

ている。FDIC を含む 20 以上の連邦機関と 94 もの連邦地方検察庁及び州当局が参加し、執行、調査、規

制を担う各当局の連携機関としてはこれまでにない広範なものであり、金融詐欺撲滅のために協働してい

る。タスクフォース及びワーキング・グループそれ自体が独自の調査権限等を有しているわけではないも

のの、和解に至る過程における関係当局間の情報共有や円滑なコミュニケーションに一定程度貢献したも

のと思われる。タスクフォースの詳細については、http://www.stopfraud.gov/index.html、RMBS ワーキング・

グループの詳細については、http://www.stopfraud.gov/rmbs.html をそれぞれ参照。 
30 http://www.justice.gov/iso/opa/resources/3392014829141150385241.pdf で入手可能。 
31 http://www.justice.gov/iso/opa/resources/4312014829141220799708.pdf で入手可能。 
32 http://www.justice.gov/iso/opa/resources/8492014829141239967961.pdf で入手可能。 
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れている。

なお、本件和解は、トライアル（公判）に至る前に訴訟外の和解契約として締結さ

れている35。米国の民事訴訟は、訴訟に要する膨大な費用や陪審による判断の予測可

能性の低さ等を考慮の上、トライアル（公判）に至る前に和解により終了する場合が

ほとんどである36, 37。 

 

(2) 和解の基礎となる事実 

本件和解契約に添付されている合意事実記載書（Annex １）は、和解の基礎となる

バンク・オブ・アメリカ、メリルリンチ、カントリーワイドによる RMBS/CDO の組成、

募集、販売等に係る事実が記載されており、和解契約の前文において、バンク・オブ・

アメリカが合意事実記載書記載の事実を認める旨が規定されている（RECITALS I）。

合意事実記載書においては、上記３(1)の司法省による FIRREA に基づく訴訟におい

て請求の対象となっている、バンク・オブ・アメリカ自身が 2007 年後半から 2008 年

前半にかけて組成、募集及び販売した RMBS（BOAMS 2008-A）の他、2009 年１月にバン

ク・オブ・アメリカが買収する以前にメリルリンチが組成、募集及び販売した RMBS

に係る事実や、2008 年７月にバンク・オブ・アメリカが買収する以前にカントリーワ

イドが組成、募集及び販売した RMBS に係る事実についても認定されている。これらに

ついては訴訟の対象とはなっておらず、訴訟手続としてのディスカバリー38は行われ

ていないものと思われるが、FIRREA において司法省に広範な調査権限が与えられてお

り、訴訟に至る前より行政上の召喚令状（subpoena）等に基づいて情報収集すること

                                                                                                                                                     
33 http://www.justice.gov/iso/opa/resources/3492014829141527747058.pdf で入手可能。 
34 http://www.justice.gov/iso/opa/resources/4792014829141540824781.pdf で入手可能。 
35 我が国と異なり、米国の民事訴訟では、原則として裁判所は和解の内容に関与しない。和解のための協

議を裁判官が促すことはあっても、これに関与することは一般的でない。米国では、審理を担当する裁判

官が和解に関与すると、事件について予断を持つことになり、適正な審理が妨げられると考えられている

ようである。関戸、前掲注 19、187 頁。
36 我が国の民事訴訟では、地方裁判所に係属した事件のうち約 40 パーセントが判決にまで至るのに対し

（司法統計年報 民事・行政 平成 25 年度「12  第一審通常訴訟既済事件のうち口頭弁論を経た事件数」

参照。http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/313/007313.pdf）、米国においては、2013 年 4 月 1 日から 2014
年 3 月 31 日までの 12 か月間に連邦地方裁判所で終結した事件のうち、トライアルにまで到達した案件の

割合は、1.2 パーセントであった

（http://www.uscourts.gov/statistics/table/c-4/federal-judicial-caseload-statistics/2014/03/31）。関戸、前掲注 19、
184、185 頁参照。
37 本件和解の締結に際しては、本文中で掲げたトライアルに至った場合の費用や予測可能性の問題の他、

長期にわたるトライアルを経るよりも早期に解決したほうが、事件の発生から時間を置かずに説明責任を

果たすことができ、また住宅ローンを抱える借主を早期に支援できる点等も考慮されたものと思われる。
38 ディスカバリー（discovery）とは、当事者が相手方及び第三者から証拠を入手するための手続であり、

ディスカバリーにおいて、当事者は、それぞれが保有する資料を相手方に開示し、また事件に関わった担

当者について相手方に証言録取の機会が与えられる。ディスカバリーの対象は極めて広範であり、原告又

は被告の主張との関連性（relevance）があり、秘匿特権（privilege）等によって保護された情報でない限

り、原則としてディスカバリーの対象となる（連邦民事訴訟規則 26 条(b)(1)）。関戸、前掲注 19、105 頁。

 ディスカバリーに必要とされる弁護士費用等のコストと、企業の担当者の労力は多大なものがあり、こ

れが米国の民事訴訟を回避することのメリットの一つとして挙げられることがある。関戸、前掲注 19、
43 頁。 
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が可能であるため（12 U.S.C. 1833a(g)）、メリルリンチ、カントリーワイドの行為に

ついても訴訟によらずに調査を行うことができ、この結果として詳細な事実を記載し

た合意事実記載書を作成することができたものと考えられる39。

和解の基礎となる事実として合意事実記載書に掲げられている事実は多岐にわたる

が、その概要は以下の通りである。

ア バンク・オブ・アメリカ－RMBS40 

(ｱ) バンク・オブ・アメリカは、2007 年後半から 2008 年前半にかけて、住宅ロー

ン証券（BOAMS 2008-A）を組成、募集し、総額 850 億ドル強の RMBS を投資家や

金融機関に対して販売した。バンク・オブ・アメリカは、これらの RMBS はバン

ク・オブ・アメリカによって組成されたいわゆるプライム・ローンであるとして

販売し、これら証券の発行時には提出書類等を SEC に提出した。 

 

(ｲ) バンク・オブ・アメリカは、BOAMS 2008-A の提出書類等において、住宅ロー

ンや RMBS はバンク・オブ・アメリカのガイドラインに則って引き受けられている

旨表明した。しかしながら、バンク・オブ・アメリカの内部報告によれば、上記

表明の際、第三者のブローカーを通して組成したいわゆる「ホールセール・モー

ゲージ」の内容が悪化しており、これらの報告を BOAMS 2008-A に関与する職員が

BOAMS 2008-A の販売前に受けていたにもかかわらず、提出書類等においてこうし

た情報を開示しなかった。

 

(ｳ) バンク・オブ・アメリカは、BOAMS 2008-A における 70％以上の住宅ローンが

いわゆる「ホールセール・モーゲージ」であるにもかかわらず、こうした事実も

提出書類等において開示しなかった。 

(ｴ) バンク・オブ・アメリカは、2007 年に実施した同様の証券化において行って

いた第三者による住宅ローンのデュー・ディリジェンスを BOAMS 2008-A において

は行っておらず、不実施の事実も開示していなかった。 

 

                                                   
39 なお、判決によっても、本件和解に添付されている合意事実記載書と同様の詳細な事実認定がなされる

保証はない。このように詳細な事実が記載され、かつ後記４(3)アの通りバンク・オブ・アメリカも当該事

実を認めている合意事実記載書が作成されたことが、司法省が説明責任を果たしたと判断して早期に和解

に至る一つの考慮要素となったものと推測される。
40 合意事実記載書（http://www.justice.gov/iso/opa/resources/4312014829141220799708.pdf）1~2 頁参照。 
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イ メリルリンチ－RMBS41 

(ｱ) 2006 年から 2007 年にかけて、メリルリンチは数千のサブプライム・ローンか

らなる約 72 の RMBS を発行した。メリルリンチは、これらのローンを第三者のオ

リジネーターから取得していた他、グループ内のオリジネーター２社（うち１社

がファースト・フランクリン社）が組成したローンの証券化も行っていた。

メリルリンチは、上記の RMBS に関して SEC や格付会社に対して情報開示を行っ

ているが、情報開示に先立つデュー・ディリジェンスの段階において、特定のロ

ーン・プールにおいて相当数のローンがこれらの開示情報とは異なっているとの

情報を入手していた。

ローン債権のデュー・ディリジェンスは、第三者（ベンダー）に依頼し、これ

をメリルリンチが監督する形で行われた。デュー・ディリジェンスを依頼された

ベンダーは、オリジネーターが定めるガイドラインに則っているか否か等を基準

に、ローンを EV1、EV2 及び EV3 の三つに区分して評価した。最も低い評価となる

EV3 のローンには、（ⅰ）法令を遵守する形で組成されていないローン、（ⅱ）オ

リジネーターが定めるガイドラインに則っておらず、借主の弁済意思・能力や担

保価値等、ローンの評価を上げるだけの十分な考慮要素がないローン、又は（ⅲ）

ローンに係る重要な文書が欠けているローンが該当する。EV3 ローンには、破綻

した借主に対しては貸付けが許されない貸付プログラムにおいて破綻と判断され

た者に対するローン、貸金業法に違反するように見える「高コスト」のローン、

対所得負債比率（Debt-To-Income ratio, DTI）がガイドラインに則っていないロ

                                                   
41 合意事実記載書（http://www.justice.gov/iso/opa/resources/4312014829141220799708.pdf）2~6 頁参照。 
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ーン、収入・資産・過去の借入履歴等に関する書類の不備・不足があるローン、

ベンダーが判断した借主の収入が不合理であるローンが含まれていた。 

 

(ｲ) メリルリンチのデュー・ディリジェンス担当者のみならず RMBS 業務に関わる

者は、ベンダーによるレポートを確認することができ、デュー・ディリジェンス

を行ったサンプルのローンの50％ほどのローンがEV3と評価されると当該レポー

トに記載されることもあったが、サンプル以外のローンを精査することはしなか

った。

のみならず、ある場合には、メリルリンチの側においてベンダーによる EV3 評

価を変更した上で、証券化の対象とすることもあった。メリルリンチは、ベンダ

ーに対して何らその理由を示すことなく、こうした評価の変更を行った。2006 年

第二四半期から 2007 年第二四半期にかけて、ベンダーは合計 55,529 のローンを

精査し、うち 23％の 12,888 につき EV3 との評価をしたが、そのうちの 31.8％の

4,099 のローンにつきメリルリンチの判断によって評価が変更された上、証券化

の対象とされた。 

 

(ｳ) また、2005 年から 2006 年に行われたデュー・ディリジェンスにおいて、特定

のオリジネーターの住宅ローンのガイドラインが緩やかであり、その結果として

借主による収入の申告に合理性がないローンが増加するなどの事実を発見した

が、それにもかかわらずこれらのローンの取得及び証券化を続け、当該事実を投

資家に対して開示しなかった。

オリジネーターであるファースト・フランクリンを 2006 年 12 月に買収した後

は、組成から証券化に至るまでの一連の RMBS 事業を実質的に統合し、ファース

ト・フランクリンによる組成の状況をより把握できるようになったが、買収後は

かえって買収前よりも簡易なデュー・ディリジェンスで済ませるようになった。

さらには、ファースト・フランクリンがメリルリンチの 100％子会社となった 2007

年には、ファースト・フランクリンに対していかなるローンを証券化の対象とす

るかについての最終判断権を与え、当該判断に基づき、大半のローンがメリルリ

ンチによって証券化された。 

 

(ｴ) メリルリンチによるサブプライム RMBS に係る提出書類等には、ローン・資産

価値比率（Loan To Value, LTV）についても記載があった。一般に、オリジネー

ターは組成時における不動産の鑑定評価額又は不動産の購入価額のうち低い方と、

ローン額又は不動産により担保されている金額とを比較することによってロー

ン・資産価値比率を算出していた。

メリルリンチは上記の鑑定評価額の妥当性につき第三者の評価会社に依頼して
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確認していた。メリルリンチの内部ルールにより、当該評価会社の評価より 10～

15％高い価額を不動産価額として考慮することが許容されていたが、こうした実

態は開示の対象とされていなかった。 

 

(ｵ) なお、メリルリンチによる上記の行為は全て、バンク・オブ・アメリカがメリ

ルリンチの買収を完了した 2009 年１月より前に行われたものであった42。 

 

 

 

ウ カントリーワイド－RMBS43 

    2005 年から 2007 年にかけて、カントリーワイドは自らの有するガイドラインの

例外としてのローンを数多く組成してきた。この間、カントリーワイドの職員は、

RMBS に組み込まれている特定の商品等に内容が悪化するリスクが高まっていると

の情報を入手していた。にもかかわらず、カントリーワイドの提出書類等において、

自社のガイドラインの例外としてのローンの割合や、ローンの内容についての精査

や内部報告の結果等を開示しなかった。 

 

                                                   
42 バンク・オブ・アメリカによるメリルリンチの買収は、株式交換方式で行うこととされ、メリルリンチ

の普通株１株は、バンク・オブ・アメリカの普通株 0.8595 株に交換された（林宏美「バンク・オブ・ア

メリカによるメリルリンチ買収」野村資本市場研究所『資本市場クォータリー』2008 秋号 140 頁

（http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2008/2008aut15.pdf で入手可能））。買収により、メリルリンチはバ

ンク・オブ・アメリカの完全子会社となったにすぎず、買収によっても被買収会社たるメリルリンチの資

産・負債に変動は生じていないため、買収以前にメリルリンチが行った行為に係る債務の履行義務が買収

により法的に遮断されるわけではない。
43 合意事実記載書（http://www.justice.gov/iso/opa/resources/4312014829141220799708.pdf）6~16 頁参照。 
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    合意事実記載書は全体で 30 頁からなるが、そのうち 10 頁にわたり、カントリー

ワイドの RMBS に係る事実を詳細に記載している。その全てをここに記載することは

できないが、以下にその一部を紹介する。 

 

(ｱ) カントリーワイドのビジネスモデル 
     2005 年から 2007 年にかけて、カントリーワイドは、不動産担保ローン、銀行

業務、サービシング業務等の他、証券、保険に至るまで、幅広く金融サービスを

提供していた。当時、カントリーワイドは、米国において住宅用不動産担保ロー

ンを最も多く組成していた。 

     カントリーワイドのビジネスモデルは、住宅ローンの借入れを求める借主と住

宅ローンの購入を流通市場において求める投資家とを仲介するというものであっ

た。その戦略は、時として「スーパーマーケット・ストラテジー」と称されるこ

ともあった。これは、自らが既に有する商品のみではなく、競合他社と同様若し

くはこれを上回る商品を提供すること等を通じて、借主に対して「ワンストップ・

サービス」を提供するものであった。 

 

(ｲ) カントリーワイドによるローン組成の手法 
     カントリーワイドは、ローン担当者に対して、貸付けに関するガイドライン

(Loan Program Guide)を示していた。ガイドラインには、クレジット・スコア、

対所得負債比率(Debt-To-Income ratio, DTI)やローン・資産価値比率（Loan To 

Value, LTV）が示されており、担当者は、当該ガイドラインの範囲内でローンを
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実行するか否かを決定する権限を有していた。 

     もっとも、ガイドラインを満たさないローンについても、担当者はより経験の

ある担当者にその判断を委ねることができ、当該担当者は、ガイドラインの例外

として、「影のガイドライン」(Shadow Guidelines)に基づき、ガイドラインより

も低いクレジット・スコアやガイドラインよりも高いローン・資産価値比率のロ

ーンも実行することができた。ガイドラインの例外として実行することができな

いと判断されたローンについては、ローン実行の申込みを拒絶する他、異なる条

件（頭金の増額等）でのローンの実行を元の担当者に再提案することもできた。

再提案を受けた元のローン担当者は、自らの判断でローンを実行するかを決定す

る権限を有していた。 

 

(ｳ) RMBS の証券化の手法 
     RMBS の証券化に当たり、カントリーワイドは対象債権のサンプルのデュー・デ

ィリジェンスを第三者に委託して行っていた。カントリーワイドは当該第三者に

対し、デュー・ディリジェンスに必要なガイドラインを提供していたが、カント

リーワイドが過去に組成・販売した住宅ローン債権の特性に基づいたものであっ

たこともあり、ローン組成の際に用いるガイドラインや「影のガイドライン」よ

りも内容が悪い債権を証券化の適格があるとして許容していることも多かった。 

     カントリーワイドがRMBSの募集に際してSECに提出している目論見書等の提出

書類においては、借主の信用力や弁済能力を評価する枠組みを確立している旨表

明していた。管理業務やサービシング業務を行っていたカントリーワイドの関連

会社も、証券化の受託者に対して、当該業務に係る契約において対象債権がガイ

ドラインに則っている旨表明していた。 

 

(ｴ) 売却可能性を重視した貸付けの拡大 
     2000 年代初頭から中頃にかけて、住宅ローンのオリジネーターがより多くの商

品を提供するようになると、30％のマーケット・シェア獲得や上記(ｱ)で述べた「ス

ーパーマーケット・ストラテジー」の遂行のため、カントリーワイドはより一層

貸付基準を緩和するようになり、また従来より少ない必要書類で足りる商品

(“Stated Income” loans)やより柔軟な支払条件を認める商品(Pay-Option 

Adjustable Rate Mortgages (“ARMs”))も提供するようになった。この頃、融資

や投資を担当する役員がローンの売却可能性を重視していた旨が、当時のメモや

内部文書、Ｅメール等から判明している。 

     カントリーワイドが、ガイドラインの例外としての貸付けを拡大していったの

もこの頃であった。2005 年７月にカントリーワイドの役員が当該例外としてのロ

ーンを受け入れる旨のＥメールを担当部署に発出したが、その後１年も経過して
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いない 2006 年６月には、例外としてのローンの割合が金額ベースで３割、より柔

軟な支払条件を認める商品の割合が４割、上記Ｅメールにて新たに認めた商品の

割合が５割に達するまでになった。 

     2006 年後半になると、カントリーワイドは、競合他社の商品の研究の末、より

緩やかな基準で貸付けを行い得る“Extreme Alt-A”ローンを開発した。

“Extreme Alt-A”ローンは、売却されカントリーワイドに信用リスクが生じない

ようにすることを目的として組成され、その一部が RMBS の証券化に組み込まれた。

“Extreme Alt-A”ローンの増加に伴い、対象債権に対する様々なストレス・テス

トを実施したが、一定の状況下の推定においては、債務不履行や抵当権の実行が

なされる確率において、プライム・ローンとサブプライム・ローンの中間に位置

する Alt-A ローンではなく、むしろサブプライム・ローンと変わらないとの予測

がなされていた。他の例外ローンと同様、“Extreme Alt-A”ローンは例外ローン

を担当する部署が審査する必要があったが、他の例外ローンとは異なり、貸付け

を許容する上での考慮要素を担当者が審査することは求められていなかった。 

 

(ｵ) 住宅ローンの信用リスクや品質についての情報の入手 
     2005 年８月から 2007 年にかけて、カントリーワイドは組成又は RMBS として証

券化したローンにつき、厳しい経済環境においては回収困難となる可能性がある

との情報を入手していた。 

     例えば、カントリーワイドは上記(ｲ)に記載するような例外ローンを数多く実行

していたが、これら例外ローンのほうが通常のガイドラインに則って貸し出され

るローンよりも焦付きが多いことが内部の報告において示されていた。 

     また、上記(ｴ)記載のより柔軟な支払条件を認める商品(Pay-Option Adjustable 

Rate Mortgages (“ARMs”))は、2004 年までにはカントリーワイドの主要なロー

ン商品となっていた。中には、元本に対応する利息の一部の支払の猶予が認めら

れる代わりに、猶予された残額は元本残額に加算されていき、当該元本残額が当

初の借入額の一定割合（多くの場合、110%か 115％）に達した場合、これまで猶

予されていた分も含めて全ての支払が求められるという条件が設定されているも

のもあり、このトリガー発動は借主に対して重大な負担を強いるものであった。

カントリーワイドは、2005 年中頃には、Pay-Option ARMs を利用した借主の大半

が上記条件の下で利息の支払を猶予されているとの情報を既に入手しており、当

該商品の危険性を認識していた。にもかかわらず、カントリーワイドは 2006 年か

ら 2007 年にかけても Pay-Option ARMs の組成や RMBS への証券化を継続した。 

     さらに、カントリーワイドは、上記(ｴ)記載の従来より少ない必要書類で足りる

商品(“Stated Income” loans)の借主が、ローンの申込みにおいて実際よりも収

入を過大に申告することがあるとの情報も入手していた。借主によるこうした収
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入の過大申告は、対所得負債比率（Debt-To-Income ratio, DTI）計算の正確性や

借主の弁済能力の評価にも影響を及ぼすものであった。 

 

(ｶ) カントリーワイドが入手した情報の不開示 
     上記の事実があるにもかかわらず、ガイドラインの例外としてのローンの存在、

「スーパーマーケット・ストラテジー」の内容、例外ローンの焦付きの事実、上

記(ｵ)記載のリスクの高い条件で Pay-Option ARMs を利用している借主の割合、

“Stated Income” loans の借主による収入の過大申告やこれに基づく対所得負

債比率（Debt-To-Income ratio, DTI）の計算等への影響、上記(ｴ)記載の“Extreme 

Alt-A”ローンの詳細等については、カントリーワイドによる SEC への提出書類に

は記載されていなかった。

     

(ｷ) バンク・オブ・アメリカによるカントリーワイドの買収 
上記の事実が起きた後の 2008 年７月１日、カントリーワイドはバンク・オブ・

アメリカに買収された44。 

 

エ FHA による引受け45 

    バンク・オブ・アメリカは、住宅都市開発省（Department of Housing and Urban 

Development, HUD）が提供する連邦政府の住宅ローン貸付制度に参加していた。同

制度において、バンク・オブ・アメリカは、低所得の住宅購入者に対する初回の貸

付けや低所得住宅所有者に対するリファイナンスを、HUD 内の政府機関である連邦

住宅局（Federal Housing Administration, FHA）の保証付きで行うことが認められ

ていた。同制度を利用する前提として、借主が最低限の与信基準を満たしているか

を判断し、その旨 HUD に対して証明する義務がバンク・オブ・アメリカには課せら

れていた。 

    2009 年５月１日から 2012 年３月 31日にかけて、バンク・オブ・アメリカは、HUD

                                                   
44 バンク・オブ・アメリカによるカントリーワイドの買収は、（ⅰ）バンク・オブ・アメリカの子会社で

ある Red Oak Merger Corp. が株式交換によりカントリーワイドを完全子会社とした後、（ⅱ）カントリー

ワイドのほぼ全ての資産並びに特定の負債及び関連する保証をバンク・オブ・アメリカが承継することに

よりなされたものであり、（ⅱ）の資産・負債の承継により、買収前にカントリーワイドが行った行為に

係る債務もバンク・オブ・アメリカに承継されるかは一つの論点となり得る。実際に、（ⅰ）（ⅱ）両者の

行為により「事実上の合併（de facto merger）」がなされたか否かが個別の事件において争われたようであ

るが（http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=10f7eee2-1bb8-46d2-a12d-66bfee245e9d 参照。なお、これ

を否定する裁判例として、https://www.orrick.com/Events-and-Publications/Documents/4473.pdf 参照。）、本件

和解では、買収前にカントリーワイドが行った行為に係る債務についてもバンク・オブ・アメリカが責任

を負うか否かについて明示的に定めることは避けつつ、合意事実記載書においてカントリーワイドの行為

を詳細に記載し、これらの行為が買収前に行われた旨を併記する形としている。
45 合意事実記載書（http://www.justice.gov/iso/opa/resources/4312014829141220799708.pdf）16~27 頁参照。カ

ントリーワイドの RMBS に係る事実と並び、合意事実記載書は、FHA による引受けについても 10 頁にわ

たり詳細に記載しているが、その大半が連邦政府の住宅ローン貸付制度の概要や要件、手続等についての

説明であり、本稿では省略する。 
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によって設定された上記与信基準を満たしていない借主に対する貸付けを行い、FHA

の保証を得た。特に、借主の収入を適切に確認しない、法令上支払が求められてい

る最低限の頭金の原資を適切に確認しない、毎月の支払を行う能力のない借主に対

して貸付けを行う等の事実が認められた。 

    バンク・オブ・アメリカからの借主の多くが債務不履行に陥り、担保権の実行に

より住宅を失ったり現在まさにその段階にある。バンク・オブ・アメリカの行為に

より、HUD/FHA は保証適格のないローンを保証させられることとなった。その結果、

保証債務を履行した HUD は、数億ドル規模の損害を被った。 

 

 

 

オ カントリーワイド及びバンク・オブ・アメリカ－住宅ローン債権の政府支援機関

（Government-Sponsored Enterprises, GSEs）への売却46 

    少なくとも 2004 年から 2008 年までの間、カントリーワイド（及び 2008 年の買収

以降はバンク・オブ・アメリカ）は、住宅ローンの貸付けを行い、これら住宅ロー

ン債権を政府支援機関（GSEs）である連邦住宅抵当金庫（ファニーメイ）及び連邦

住宅金融抵当金庫（フレディマック）に売却していた。 

    カントリーワイド及びバンク・オブ・アメリカは、GSEs に対して住宅ローン債権

を売却する際、これらの住宅ローン債権がファニーメイ及びフレディマックがそれ

ぞれ定めるガイドラインを全ての点において遵守している旨表明保証していた。ま

た、住宅ローンの瑕疵や売却適格がない事実を認識した場合には、カントリーワイ

ド及びバンク・オブ・アメリカは GSEs に対して自己申告することが求められていた。 

                                                   
46 合意事実記載書（http://www.justice.gov/iso/opa/resources/4312014829141220799708.pdf）27, 28 頁参照。 
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    カントリーワイド及びバンク・オブ・アメリカは、組成した住宅ローン債権の多

くに瑕疵があり GSEs への売却適格がない旨認識していたにもかかわらず、これらに

ついて表明保証した上で GSEs に売却し、またこれらの事実を GSEs に対して自己申

告することもしなかった。 

 

 

 

カ カントリーワイド及びバンク・オブ・アメリカ－「ピギーバック・ローン」47 

    カントリーワイド及びバンク・オブ・アメリカがファニーメイやフレディマック

等の政府支援機関(GSEs)に対して売却したローンの中には、同一の借主・機会・不

動産に対して同様の表明保証に基づいて複数のローンが行われる、いわゆる「ピギ

ーバック・ローン」が含まれていた。同様の表明保証に基づく貸付けであることか

らすれば、「ピギーバック・ローン」においては、一方のローンに瑕疵があるか又は

買戻しの対象となる場合には、他方についても同様となるのが通常である。 

    上記オの通り、カントリーワイド及びバンク・オブ・アメリカは、GSEs に対して

住宅ローン債権を売却する際、これらの住宅ローン債権がファニーメイ及びフレデ

ィマックがそれぞれ定めるガイドラインを全ての点において遵守している旨表明保

証していた。また、住宅ローンの瑕疵や売却適格がない事実を認識した場合には、

カントリーワイド及びバンク・オブ・アメリカは GSEs に対して自己申告することが

求められていた。 

    バンク・オブ・アメリカは、GSEs に売却していない方の第二順位の住宅ローンが

表明保証に違反していることが判明した場合にも、GSEs に売却している方の第一順

                                                   
47 合意事実記載書（http://www.justice.gov/iso/opa/resources/4312014829141220799708.pdf）29, 30 頁参照。 
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位の住宅ローンにつき自己申告の対象となるか否かについて審査することを怠り、

また実際に自己申告をしなかった。 

 

 

 

(3) 和解契約の概要 

ア 前文（RECITALS） 

前文においては、以下の事実が説明されている。 

(ｱ) ニュージャージー州、ノースカロライナ州、ジョージア州、カリフォルニア州

の連邦地方検察庁が、バンク・オブ・アメリカ、メリルリンチ、カントリーワイ

ドによる RMBS 及び CDO の組成、発行、販売等についての調査を行っており、これ

らの調査に基づいて、米国政府がバンク・オブ・アメリカ等に対して連邦法違反

に係る何らかの請求権を有していると判断していること。現に、ノースカロライ

ナ州の連邦地方検察庁がバンク・オブ・アメリカに対して FIRREA に基づく民事制

裁金の請求訴訟を提起していること（RECITALS A）。 

(ｲ) バンク・オブ・アメリカ、メリルリンチ、カントリーワイドによる上記の行為

について、カリフォルニア、デラウェア、イリノイ、メリーランド、ケンタッキ

ー、ニューヨークの各州が独自の調査を行っており、これら各州がバンク・オブ・

アメリカ等に対して州法上の何らかの請求権を有していると判断していること

（RECITALS B）。 

(ｳ) ニューヨーク州の連邦地方検察庁が、告発等に基づき、バンク・オブ・アメリ

カ及びカントリーワイドによる瑕疵のある住宅ローンの組成並びにファニーメイ

及びフレディマックの２社の GSEs に対する販売についての調査を行っており、こ
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れらの調査に基づいて、米国政府がバンク・オブ・アメリカ等に対して連邦法違

反に係る何らかの請求権を有していると判断していること（RECITALS C）。 

(ｴ) ノースカロライナ州の連邦地方検察庁が、告発等に基づき、バンク・オブ・ア

メリカ及びカントリーワイドが住宅都市開発省（Department of Housing and Urban 

Development, HUD ）内の政府機関である連邦住宅局（ Federal Housing 

Administration, FHA）に対して、既に第三者から回収済の請求権等につき虚偽の

請求をしたこと等につき調査を行っていること（RECITALS D）。 

(ｵ) ニューヨーク州の連邦地方検察庁が、2009 年５月から 2012 年３月にかけて行

われたバンク・オブ・アメリカによる FHA 保証付き住宅ローンの組成につき調査

を行っていること（RECITALS E）。 

(ｶ) HUD が、連邦政府抵当金庫（ジニーメイ）とのマスター・サービシング契約に

基づくバンク・オブ・アメリカのマスター・サービサーとしての業務内容につき、

調査を行っていること（RECITALS F）。 

(ｷ) バンク・オブ・アメリカ、メリルリンチ、カントリーワイド及びその関連会社

が、破綻した 26金融機関のレシーバーである FDIC との間の紛争を、Exhibit Ａ

の通り解決したこと（RECITALS G）。 

(ｸ) バンク・オブ・アメリカ及びメリルリンチが、SEC との間の紛争を、Exhibit

Ｂの通り解決したこと（RECITALS H）。 

(ｹ) バンク・オブ・アメリカが Annex １の合意事実記載書記載の事実を認めてい

ること（RECITALS I）。 

イ 和解金の支払（Payment、第１条） 

第１条において、バンク・オブ・アメリカが第３条に掲げる本件和解の対象行為

に関連する請求権について総額 96億 5000 万ドルの和解金の支払をする旨が定めら

れている。その内訳は、以下の通りである。

(ｱ) 司法省に対して、総額 82億 1684 万ドル（第１条Ａ項） 

    ・ うち 50 億ドルが、FIRREA に基づく民事制裁金として、米国財務省の一般勘

定へ。

・ うち総額 10 億 5000 万ドルが、上記 RECITALS C 及び RECITALS D に係る請求

権に関する和解金として。 

・ うち８億ドルが、2009 年５月以降にバンク・オブ・アメリカ及びカントリー

ワイドにより組成された FHA 保証付き住宅ローンにつき、2013 年 12 月までに

請求があった分に係る和解金として、FHA のアカウントへ。

・ うち２億ドルが、連邦政府抵当金庫（ジニーメイ）とのマスター・サービシ

ング契約に基づくバンク・オブ・アメリカのマスター・サービサーとしての業

務内容に係る契約上の請求権として、連邦政府抵当金庫（ジニーメイ）のアカ
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ウントへ。 

・ うち 10億 3100 万ドルが、Exhibit Ａの和解契約に基づいて破綻した 26 金融

機関のレシーバーである FDIC に対する和解金として。 

・ うち１億 3584 万ドルが、Exhibit Ｂの和解に基づいて SEC に対する和解金と

して、そのうち 2000 万ドルが、SEC に対する民事制裁金として。 

   (ｲ) うち３億ドルが、カリフォルニア州に対する和解金として（第１条Ｂ項）。

   (ｳ) うち 4500 万ドルが、デラウェア州に対する和解金として（第１条Ｃ項）。

   (ｴ) うち２億ドルが、イリノイ州に対する和解金として（第１条Ｄ項）。

   (ｵ) うち 2300 万ドルが、ケンタッキー州に対する和解金として（第１条Ｅ項）。

   (ｶ) うち 7500 万ドルが、メリーランド州に対する和解金として（第１条Ｆ項）。

   (ｷ) うち３億ドルが、ニューヨーク州に対する和解金として（第１条Ｇ項）。

 

 

 

ウ 消費者救済（Consumer Relief、第２条） 

    上記和解金のほか、総額 70億ドルに及ぶ消費者救済プログラムが規定されている。

和解契約において、消費者救済の目的はバンク・オブ・アメリカの不法な行為によ

って生じた損害の回復と規定され48、消費者救済の詳細な内容は Annex ２に定めら

れている。本稿でその詳細につき論じることはできないが、住宅ローンの弁済に困

難を抱えている借主に対して、抵当条件の変更やリファイナンス、頭金の弁済支援

等を行うものである。なお、バンク・オブ・アメリカが Annex ２に定める消費者救

                                                   
48 住宅ローンの借主は訴訟の直接の当事者ではないが、バンク・オブ・アメリカ、メリルリンチ及びカン

トリーワイドによる合意事実記載書記載の貸付けの結果として、借主が競売にさらされ転居を余儀なくさ

れる等の事実が生じている点等を考慮の上、本件和解に消費者救済に係る条項を設けたものと考えられる。 
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済に係る義務を履行するか否かを監視するため、独立の監視人49を選任する旨も和

解契約において定められている。 

    また、第２条において、消費者救済を受け取ることによって生じる消費者の納税

義務をカバーするため、上記 70 億ドルとは別に、総額４億 9016 万ドルをエスクロ

ー口座（escrow account）に支払う旨も併せて規定されている。 

 

エ 対象行為（Covered Conduct、第３条） 

    本件和解契約の対象行為としては、以下の行為が規定されている。

   (ｱ) 2009 年１月１日以前に行われたバンク・オブ・アメリカ、メリルリンチ、カ

ントリーワイド等による RMBS 及び CDO の組成、発行、販売等（Annex ４に列挙）。

対象行為には、Annex ４列挙のRMBS及びCDOに関する情報の投資家に対する表示、

開示及び不開示も含まれる。ただし、RMBS 又は CDO のトレーディング、バンク・

オブ・アメリカ、メリルリンチ、カントリーワイド等が受託者として行っていた

にすぎない行為、住宅ローンのサービシングについては対象行為から除外される。 

   (ｲ) 住宅ローンについての表明保証や回復・代理・買戻しについての RMBS 及び CDO

の管理。対象行為には、Annex ４列挙の RMBS に関する当該管理に係る表示、開示

及び不開示も含まれる。 

   (ｳ) 2013 年 12 月 31 日までにバンク・オブ・アメリカ及びカントリーワイドが政

府支援機関（GSEs）に売却した住宅ローンの組成及び引受け。当該行為には、住

宅ローンの組成に係る不動産の鑑定評価や、これら住宅ローンの引受け、組成及

び品質管理に関して 2013 年 12 月 31 日までに政府支援機関（GSEs）に対して行っ

たバンク・オブ・アメリカ及びカントリーワイドの表明も含む。 

   (ｴ) 2006 年１月１日から 2013 年 12 月 31 日までの間における、住宅ローンに関す

る GSEs の基準に規定される表明保証の下でのバンク・オブ・アメリカ、カントリ

ーワイド等による買戻し、調査及び報告義務。 

   (ｵ) 2009 年５月１日以降に組成され、2013 年 12 月 31 日までに FHA に対して提出

されたバンク・オブ・アメリカ及びカントリーワイドによる単一家族用住宅ロー

ンの組成、引受け、品質管理及び裏書。 

   (ｶ) 上記(ｱ)から(ｵ)までの行為に関して具体的に訴訟において主張されている全

ての請求権。 

   (ｷ) バンク・オブ・アメリカ及びカントリーワイドによる、2009 年３月１日から

2014 年８月 31 日を契約期間とするジニーメイに対するマスター・サービサーと

                                                   
49 裁判外紛争処理（Alternative Dispute Resolution, ADR）を専門とし、多くの事件の仲裁人を行ってきたボ

ストン大学ロースクール元教授のエリック・Ｄ・グリーン氏が監視人に選任された。監視人の業務として、

和解契約に定められた 70 億ドルの消費者救済の履行に関し、四半期ごとに報告すること等が求められて

おり、既に本稿執筆時点でレポートが４度（2015 年 2 月、7 月、11 月、2016 年 2 月）公表されている。

消費者救済の詳細は、http://bankofamerica.mortgagesettlementmonitor.com/参照。 
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しての業務内容。 

   (ｸ) バンク・オブ・アメリカ、メリルリンチ、カントリーワイド等が引き受け又は

組成し、2009 年１月１日以前に非政府機関によって証券化された住宅ローンに係

る引受け及び組成。 

 

オ 協力（Cooperation、第４条） 

バンク・オブ・アメリカの司法省に対する協力事項として、以下が規定されてい

る。

   (ｱ) 対象行為に係る司法省による全ての調査が終了するまでの間、バンク・オブ・

アメリカは、対象行為に関する一切の事項につき司法省及び司法省に指定された

執行機関に協力すること。 

(ｲ) 対象行為に起因する会合、面談、大陪審手続、公判その他の一切の裁判手続に

ついて物理的、技術的な支援をすることにより、司法省による対象行為に係る調

査や訴追に協力すること。 

(ｳ) これら裁判手続においてバンク・オブ・アメリカ、メリルリンチ、カントリー

ワイド及びファースト・フランクリンの役職員が出席の上真実を述べることにつ

き、最大限努力すること。 

(ｴ) 求めに応じて、対象行為に係る事項に関する全ての秘匿情報以外の情報、文書、

記録その他の有形の証拠資料を司法省に提供すること。 

 

カ 放棄（Releases、第５条～第 14 条、第 16 条） 

    第５条から第 13条において、本件和解契約に基づく和解金の支払、第２条に定め

る消費者救済及び第４条に定める協力の履行を行うことを条件として、米国政府、

FHA、ジニーメイ、カリフォルニア州、デラウェア州、イリノイ州、ケンタッキー州、

メリーランド州及びニューヨーク州は、バンク・オブ・アメリカ、メリルリンチ、

カントリーワイド及びファースト・フランクリン並びにこれらを承継した者に対す

る対象行為に関する請求権を放棄する旨規定されている。 

    また、第 14 条において、FDIC 及び SEC による請求権の放棄は、Exhibit Ａ及び

Exhibit ＢのFDIC及びSECとの別個の和解契約に基づいて行われる旨規定されてい

る。 

    なお、本件紛争においては、バンク・オブ・アメリカ側も米国政府に対する請求

権を主張していたようであるが、第 16条において、バンク・オブ・アメリカ及びそ

の関連会社並びにこれらを承継した者は、米国政府、州政府及びこれらの役職員に

対する対象行為に係る一切の請求権を放棄する旨規定されている。 
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キ 和解契約の対象から除外される請求権（第 15 条） 

    上記請求権の放棄に関する条項にかかわらず、一定の請求権についてはなお放棄

されない旨が明示されている。主なものは、以下の通りである。

   (ｱ) 一切の刑事責任50。

   (ｲ) 一切の個人責任51。

   (ｳ) バンク・オブ・アメリカ、メリルリンチ、カントリーワイド及びファースト・

フランクリン並びにこれらを承継した者以外の者の一切の責任。 

   (ｴ) 一切の税法上の責任。

   (ｵ) Exhibit Ａ及びExhibit Ｂにおいて放棄された請求権以外の一切のFDIC及び

SEC に対する責任。 

   (ｶ) 連邦準備銀行又は米国財務省に対する一切の責任。

   (ｷ) ファニーメイ及びフレディマックにより保証され又は購入された証券化され

ていないローンに関する一切の責任。 

   (ｸ) 対象行為に係る FHA 及びジニーメイによる行政上の請求権以外の一切の行政

上の責任。 

   (ｹ) LIBOR その他の通貨指標の操作に係る一切の請求権。

 

ク FDIC に対する免責主張の放棄（第 17 条） 

第 17 条において、バンク・オブ・アメリカは、本件和解契約に基づく米国政府、

州政府及び SEC に対する和解金の支払並びに消費者救済の履行が、法人としての

FDIC 又は破綻金融機関のレシーバーとしての FDIC に対する債務の履行であるとは

主張しない旨規定されている。 

 

ケ バンク・オブ・アメリカによる防御権の主張の放棄（第 18 条） 

    第 18 条において、バンク・オブ・アメリカは、対象行為に係る刑事手続や行政手

                                                   
50 法人であるバンク・オブ・アメリカ自体も金融犯罪を根拠とする刑事訴追の対象となり、本件和解契約

においても法人の刑事責任は免責されていない。ただし、FIRREA に基づく民事責任の訴追に係る立証責

任が証拠の優越（preponderance of evidence）で足りるのに対し（上記３(1)ア）、刑事責任の追及には合理

的な疑いを超える程度の証明（beyond a reasonable doubt）を必要とするため、FIRREA に基づく民事制裁

金の請求が認められるからといって、当然に民事制裁金の根拠となる金融犯罪に係る刑事責任が認められ

るわけではない。

 なお、同一の行為につき、民事制裁金と刑罰を併科することが憲法上の二重処罰に該当するのではない

かという論点があるが、この点については後記注 52 を参照。
51 会社による不正に対する司法省による個人責任の追及に関しては、近時、米国司法副長官によるメモラ

ンダムが公表されている。Sally Quillian Yates, Deputy Attorney General,  Individual Accountability for 
Corporate Wrongdoing , http://www.justice.gov/dag/file/769036/download 参照。当該メモランダムにおいて、

特段の事情のない限り、会社との紛争解決によっても個人の刑事上及び民事上の責任は免責されない旨言

及されており、本件和解契約も、メモランダム上の当該記載に則った取扱いとなっている。なお、本稿執

筆時点において、本件に関して当局によりバンク・オブ・アメリカの役職員に対する個人責任が訴追され

ている事実は確認されていない。 
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続において、合衆国憲法修正第５条の二重の危険の法理52や修正第８条の過剰制裁

の法理に基づいて本件和解契約以上の刑事訴追や行政上の制裁を課すことはできな

い等の主張をしない旨規定されている。 

 (4) FDIC との和解契約 

   ４(1)で述べたとおり、本件和解契約には、Exhibit Ａとして FDIC とバンク・オブ・

アメリカとの間で別途締結された和解契約が添付されている53。当該和解契約は、破

綻した 26金融機関のレシーバーとしての FDIC が、バンク・オブ・アメリカとの間で、

司法省との和解契約と同日の 2014 年８月 20日に締結したものである。具体的には、

FDIC は、破綻した７金融機関のレシーバーとして、当該請求に関して合計 14 件の訴

訟を提起し、また破綻した 19金融機関のレシーバーとして、クラスアクションにおけ

る和解を認めるか否かに関する訴訟も行っており、当該和解契約はこれらの訴訟を解

決するものである。 

   和解契約の概要は、以下の通りである。

 

ア 和解金の支払（Payment、第１条） 

    第１条において、司法省との和解契約に基づき、総額 10億 3100 万ドルの和解金

が破綻金融機関のレシーバーとしての FDIC に支払われることとされている54。

    併せて、司法省との和解契約に基づく上記和解金の支払が司法省になされなかっ

た場合には、破綻金融機関のレシーバーとしての FDIC は、自らの判断に基づいて、

FDIC とバンク・オブ・アメリカとの和解契約を無効とする、和解契約の効力を支払

日まで延長する、あるいは和解契約に基づいて強制執行する権利を有する旨が定め

られている。その上で、仮に FDIC がバンク・オブ・アメリカとの和解契約を無効と

宣言した場合、FDIC は和解契約に基づいて受領した和解金等一切の金員をバンク・

オブ・アメリカに対して返還しなければならないとされている。 

 

イ 請求の取下げ（Dismissals、第２条） 

司法省による和解金の受領があった場合には、破綻した７金融機関のレシーバー

としての FDIC は、RMBS に関して提起している一切の訴訟を、上訴権も含めて取り

                                                   
52 同一の行為につき、民事制裁金と刑罰を併科することが憲法上の二重処罰に該当するのではないかとい

う論点があるが、米国連邦最高裁判所はこれを否定し（John Hudson, Larry Baresel, and Jack Butler Rackley v. 
United States, 522 U.S. 93 (1997)）、その後同旨の下級審判決が続いている。佐伯仁志「経済犯罪に対する制

裁について」法曹時報 53 巻 11 号 3110 頁、岸、前掲注 11、29～31 頁。第 18 条は、これらの裁判例を受

けて、本件和解以後に刑事訴追等を行った際にバンク・オブ・アメリカより二重処罰の禁止の主張がなさ

れることを私法上の契約においても排除する趣旨から規定されているものと解される。
53 FDIC は政府機関でありながら（12 U.S.C. 1819(b)）、自らの判断により契約を締結できる旨が明文で認

められている（12 U.S.C. 1819(a)） 
54 FDIC は、各破綻金融機関が有している請求権の金額に基づいて、これを破綻した 26 金融機関の財団

に按分している。 
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下げる旨、破綻した 19 金融機関のレシーバーとしての FDIC は、クラスアクション

における和解を認めるか否かに関する訴訟の取下げも含め、クラスアクション自体

から脱退し、クラスアクションにおける和解やその変更等に対する異議も申し立て

ない旨定めている。

本件和解以前に、コロニアル・バンク及びプラチナ・コミュニティバンクのレシ

ーバーとしての FDIC に対してバンク・オブ・アメリカが訴訟を提起し55、これに関

連してバンク・オブ・アメリカの代理人の法律事務所が情報公開法に基づいて FDIC

に対して訴訟を提起していたようであるが56、バンク・オブ・アメリカはこれらの

訴訟を取り下げ、また当該法律事務所に対して訴訟を取り下げる旨 FDIC と合意する

よう指示する旨併せて規定されている。 

 

ウ 放棄（Releases、第３条～第６条） 

対象となる26の破綻金融機関によるExhibit Ａ及びExhibit Ｂ記載のRMBSの購

入、保有及び販売に関して訴訟において主張している一切の請求権につき、破綻金

融機関のレシーバーとしての FDIC は訴訟の取下げとともに放棄する旨規定されて

いる。ここで、司法省における和解契約とは異なり、破綻金融機関のレシーバーと

しての FDIC はバンク・オブ・アメリカの役職員に対する個人責任に係る請求権も放

棄している57。

また、コロニアル・バンク及びプラチナ・コミュニティバンクのレシーバーとし

ての FDIC に対してバンク・オブ・アメリカが提起している訴訟に係るバンク・オブ・

アメリカ及び FDIC の請求権についても、訴訟の取下げとともに双方とも放棄する旨

規定されている。

なお、バンク・オブ・アメリカは、和解契約に基づく米国政府及び州政府に対す

る和解金の支払並びに消費者救済の履行が、法人としての FDIC 又は破綻金融機関の

レシーバーとしての FDIC に対する債務の履行であるとは主張しない旨も併せて規

定されている。 

 

エ 権限（Authority、第７条） 

破綻金融機関のレシーバーとしての FDIC 及びバンク・オブ・アメリカの双方が和

解契約を締結する権限を有する旨規定されている。その前提として、連邦預金保険

                                                   
55  Ocala Action （Case No. 1: 10-cv-01681-BJR）については、

http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-08-26/bofa-suit-against-fdic-on-1-7-billion-loss-dismissed 参

照。 APA Action （Case No. 1: 13-cv-01119-BJR）については、訴状を

http://legaltimes.typepad.com/files/bank-of-america-complaint-1.pdf で入手可能。 
56 Case No. 1:13-cv-01123-BJR。訴状を http://legaltimes.typepad.com/files/hunton-williams-foia-complaint.pdf
で入手可能。
57 なお、バンク・オブ・アメリカの不実表示等により RMBS を購入したことにつき、破綻金融機関のレ

シーバーとしての FDIC は破綻金融機関の役職員に対して個人責任の追及は行っていないようである。 
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法上、FDIC は破綻金融機関のレシーバーとして指名される権限を有し(12 U.S.C. 

1819(a)) 、 破 綻 金 融 機 関 に 係 る 一 切 の 権 限 を 承 継 す る (12 U.S.C. 

1821(d)(2)(A)(i))旨言及されている。 

 

オ 和解契約の対象から除外される請求権（第８条） 

    上記請求権の放棄に関する条項にかかわらず、一定の請求権についてはなお放棄

されない旨が明示されている。主なものは、以下の通りである。

   (ｱ) バンク・オブ・アメリカによる約束手形その他の負債の引受け、裏書、保証に

基づいて、FDIC、破綻により FDIC のレシーバーシップに置かれている金融機関そ

の他の者が有する一切の請求権。 

   (ｲ) LIBOR に関する一切の請求権。

   (ｳ) 破綻金融機関が購入した RMBS 等に係るストラクチャード・ファイナンスにお

ける受託者としてのバンク・オブ・アメリカの義務の履行に係る一切の請求権。 

   (ｴ) 破綻金融機関のレシーバーとしての FDIC に対する請求権以外の一切の FDIC

の請求権。 

   (ｵ) 和解契約において明示的に放棄されていない一切の請求権。

    

カ 行政権の執行（Enforcement、第９条） 

 和解契約によっても、監督規制当局としての FDIC による権限行使の制限やこれに

従う義務の免除等と解されるものではなく、排除命令、禁止命令等法令に基づく行

政処分の権限を減殺するものではない旨規定されている。 

 

キ 米国政府による請求（Actions of the United States、第 10 条） 

和解契約によっても、司法省や連邦地方検察庁等を通して行う、破綻金融機関の

レシーバーとしての FDIC 以外の米国政府その他の政府機関が行う一切の請求権は

放棄されない旨規定されている。 

 

ク 秘密保持の不適用（No Confidentiality、第 11 条） 

    和解契約当事者の双方が、和解契約は機密性を有するものではなく、FDIC の方針、

手続その他法令上の求めに基づいて和解契約が公開される旨規定されている58。 

 

ケ 責任の自認の否定（No Admission of Liability、第 12 条） 

和解契約の当事者双方は、和解契約によって紛争が和解により解決され、和解契

約はいずれかの責任を認めるものであるとか、請求に対する防御権の主張が不十分

                                                   
58 和解契約が公開される旨は、連邦預金保険法においても明定されている（12 U.S.C. 1821(f)(3)）。2008
年以降に責任追及に関して FDIC が締結した和解契約については、

https://www.fdic.gov/about/freedom/plsa/index.html より入手可能。 

76



35 
 

であることを認めるものではない旨規定されている。 

 (5) SEC との和解契約 

   また、本件和解契約には、Exhibit Ｂとして SEC とバンク・オブ・アメリカとの間

で別途締結された和解に関する資料も添付されている。 

 

ア 和解に先立ち、SEC は行政手続において和解と同日付けにて新たな行政命令を発

出している。

具体的には、2004 年から 2008 年前半にかけてバンク・オブ・アメリカ及びバン

ク・オブ・アメリカが買収した会社が行った２兆ドル以上の住宅ローン債権の売却

に関し、当該債権の買戻しに要する費用の増大の可能性を開示しなかった点が問題

とされている。バンク・オブ・アメリカは、これらの住宅ローン債権の売買に関し、

当該債権の品質に関して契約上の表明保証をしており、買主より表明保証違反の主

張がなされた場合には、元本の未回収額を支払うことにより当該債権を買い戻さな

ければならないこととされていた。

SEC の行政命令によれば、公開会社はその定時財務報告書において収入に重大な

影響を及ぼし得る知れたる不確実性を開示することが米国証券法の規則上求められ

ているところ、バンク・オブ・アメリカは、2009 年第二四半期及び第三四半期の財

務報告書において住宅ローン債権の買戻しに要する将来の費用を開示することを怠

っていた。バンク・オブ・アメリカとしては、政府支援機関（GSEs）であるファニ

ーメイが政府の管理下(conservatorship)に置かれた後に債権買戻しに係る方針を

変更したこと、ファニーメイや金融保証専業保険会社（モノライン）59による将来

の買戻し請求の見込み、バンク・オブ・アメリカが買戻し請求を拒否したが、未だ

当該請求が撤回されていない債権の最終的な処理方法等も含めて、不確実性として

開示する必要があった。

SEC は、上記の行為が米国連邦証券取引法 13(a)並びに規則 12b-20 及び 13a-13

に違反するとして、本件和解と同日付けにて排除命令(cease-and-desist order、連

邦証券取引所法 21C 条)60を出し、同命令に基づく制裁についても本件和解にて一括

解決することとされた。 

 

イ 本件和解により、SEC に対しては総額１億 3584 万ドルが支払われることとされて

いる。その内訳は、以下の通りである。 

                                                   
59 有価証券の保証を専門に行う金融保証会社。地方債や資産担保証券などの保証を行っている。発行者が

デフォルトした場合に、保証会社が代わって元利金を支払う。翁百合『金融危機とプルーデンス政策』（日

本経済新聞出版社、2010）14 頁。
60 排除命令（cease-and-desist order）とは、SEC が現在及び将来の違法行為の差止めを命ずるもの。山本雅

道『アメリカ証券取引法入門』（レクシスネクシス・ジャパン、2015）146 頁参照。 

77



36 
 

(ｱ) 当初より提起していた訴訟（上記３(3)参照）に基づく不当利得吐出し

(disgorgement)61として、１億 922 万ドル。 

(ｲ) 上記(ｱ)の１億 922 万ドルに係る行為時から本件和解時までの利息

(prejudgment interest)として、662 万ドル。 

(ｳ) 本件和解と同日の排除命令（上記４(5)ア参照）に基づく民事制裁金として、

2000 万ドル。 

５．同種案件の概要 

  RMBS に関する紛争を巡っては、バンク・オブ・アメリカとの和解以前に、シティグル

ープ及び JP モルガンが当局との間で和解に至っている62。 

 

(1) シティグループ 

   司法省、FDIC 及び５つの州がシティグループとの間で和解に至った旨公表されたの

は、バンク・オブ・アメリカとの和解の約１か月前の 2014 年７月 14 日である63。和

解契約の総額が 70億ドルと金額的規模においてバンク・オブ・アメリカには及ばない

点や SEC が当事者となっていない点等に相違はあるものの、合意事実記載書が添付さ

れている点、消費者救済が和解に盛り込まれている点等を含め、和解契約の大枠はバ

ンク・オブ・アメリカとの和解契約とほぼ同様である64。 

   総額 70億ドルの内訳は、以下の通りである。

 

ア 和解金の支払（Payment、第１条） 

    和解金の総額は 45 億ドルであり、その内訳は以下の通りである。

(ｱ) 司法省に対して、総額 42億 825 万ドル（第１条Ａ項） 

・ うち 40 億ドルが、FIRREA に基づく民事制裁金として、米国財務省の一般勘

定へ65。

・ うち２億 825 万ドルが、Exhibit Ａの和解契約66に基づいて、破綻した３金

                                                   
61 不当利得吐出し（disgorgement）とは、証券取引法違反者の不当利得を計算し、当該利得の吐出しを命

ずるもの。山本、前掲注 60、146 頁参照。
62 なお、2008 年の金融危機に関連する住宅ローンに係る和解の概要については、前掲注 49 記載の監視人

作成の Initial Progress Report at 42 でも確認できる

（http://bankofamerica.mortgagesettlementmonitor.com/Reports/Initial-Progress-Report-Monitor-2014-Bank-of-A
merica-Mortgage-Settlement....pdf で入手可能）。 
63 Department of Justice,  Justice Department, Federal and State Partners Secure Record $7 Billion Global 
Settlement with Citigroup for Misleading Investors About Securities Containing Toxic Mortgages  
（http://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-federal-and-state-partners-secure-record-7-billion-global-settle
ment で入手可能）。 
64 http://www.justice.gov/iso/opa/resources/471201471413656848428.pdf で入手可能。 
65 シティとの和解当時、FIRREA 史上最大の民事制裁金を課すものであったが（前記注 62 参照）、バンク・

オブ・アメリカとの和解契約においてその記録は更新された。
66 注 58 で述べたとおり、和解契約が公開される旨は、連邦預金保険法に明定されており（12 U.S.C. 
1821(f)(3)）、FDIC とシティグループとの和解契約についても、
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融機関のレシーバーである FDIC に対する和解金として。 

(ｲ) うち１億 270 万ドルが、カリフォルニア州に対する和解金として（第１条Ｂ項）。

(ｳ) うち 735 万ドルが、デラウェア州に対する和解金として（第１条Ｃ項）。

(ｴ) うち 4400 万ドルが、イリノイ州に対する和解金として（第１条Ｄ項）。

(ｵ) うち 4570 万ドルが、マサチューセッツ州に対する和解金として（第１条Ｅ項）。

(ｶ) うち 9200 万ドルが、ニューヨーク州に対する和解金として（第１条Ｆ項）。 

 

イ 消費者救済（Consumer Relief、第２条） 

    上記和解金のほか、総額 25億ドルに及ぶ消費者救済プログラムが規定されている 

67。 

 

(2) JP モルガン 

   シティグループ及びバンク・オブ・アメリカとの和解の前年の 2013 年 11 月 19 日、

司法省、FDIC その他の関係政府機関及び５つの州と JP モルガンとの間で、総額 130

億ドルの包括的な和解合意に至った旨公表された68。JP モルガンとの和解は、2008 年

の金融危機後に RMBS に関する紛争を巡って当局と金融機関との間で締結された初め

ての和解であり、合意事実記載書が添付されている点、消費者救済が和解に盛り込ま

れている点等、その後のシティグループ及びバンク・オブ・アメリカとの和解の原型

を形作っているものといえる。

また、上記２(2)の通り、JP モルガンは 2008 年３月にベアー・スターンズを救済買

収し、さらにリーマン破綻後の同年９月 25日には、米国史上最大の銀行破綻となった

貯蓄貸付組合（S&L）最大手のワシントン・ミューチュアルの銀行業務を、同行のレシ

ーバーに就任していた FDIC より承継した69。これら買収した金融機関が行った RMBS

に係る行為についても問題とされた点は、メリルリンチやカントリーワイドの行為も

問題とされたバンク・オブ・アメリカの和解と共通する70,71。 

                                                                                                                                                     
https://www.fdic.gov/about/freedom/plsa/rmbs_citizens_strategic_colonial.pdf で入手可能。 
67 シティに係る消費者救済の詳細は、http://www.citigroupmonitorship.com/参照。 
68 Department of Justice,  Justice Department, Federal and State Partners Secure Record $13 Billion Global 
Settlement with JPMorgan for Misleading Investors About Securities Containing Toxic Mortgages  
（http://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-federal-and-state-partners-secure-record-13-billion-global-settle
ment で入手可能）。なお、和解当時、単一の企業体との間の民事上の和解としては米国史上最大のもので

あったが、バンク・オブ・アメリカとの和解契約においてその記録は更新された。
69 大島、前掲注 4、30 頁。
70 JP モルガンによるベアー・スターンズの買収は、株式交換方式で行われたため（ロイター「ＪＰモル

ガン、市場価格を大きく下回る価格でベアー・スターンズ買収へ」

http://jp.reuters.com/article/idJPJAPAN-30860620080317 参照）、メリルリンチを株式交換方式により買収した

バンク・オブ・アメリカと同様、買収以前にベアー・スターンズが行った行為に係る債務の支払義務が買

収により法的に遮断されるわけではない（前記注 42 参照）。
71 ワシントン・ミューチュアルの銀行業務の承継は、同行のレシーバーである FDIC と JP モルガンとの

間の事業譲渡により行われた。この事業譲渡は、事業の全部譲渡を行ういわゆる「ホールバンク P&A」

の形式で行われており（事業譲渡契約については、
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和解契約の大枠はバンク・オブ・アメリカとの和解契約と概ね同様72であり、総額

130 億ドルの内訳は、以下の通りである。 

 

ア 和解金の支払（Payment、第１条） 

    和解金の総額は 90 億ドルであり、その内訳は以下の通りである。 

(ｱ) 司法省に対して、総額 39億 3298 万 9690.73 ドル（第１条Ａ項） 

・ うち 20 億ドルが、FIRREA に基づく民事制裁金として、米国財務省の一般勘

定へ73。

・ うち 14 億 1752 万 5773.20 ドルが、Exhibit Ｃの和解契約74に基づいて米国

信用組合機構（National Credit Union Administration, NCUA）に対する和解

金として。 

・ うち５億 1546 万 3917.53 ドルが、Exhibit Ｄの和解契約75に基づいて破綻し

た６金融機関のレシーバーである FDIC に対する和解金として。 

   (ｲ) うち 40 億ドルが、Exhibit Ｂの連邦住宅金融局（Federal Housing Finance 

Agency, FHFA）との和解契約76に基づいて、ファニーメイ及びフレディマックに

対する和解金として（第１条Ｂ項）。 

(ｳ) うち２億 9897 万 3005.98 ドルが、カリフォルニア州に対する和解金として（第

１条Ｃ項）。 

(ｴ) うち 1972 万 5255.40 ドルが、デラウェア州に対する和解金として（第１条Ｄ

項）。 

(ｵ) うち１億 91 万 1813.41 ドルが、イリノイ州に対する和解金として（第１条Ｅ

項）。 

(ｶ) うち 3440 万ドルが、マサチューセッツ州に対する和解金として（第１条Ｆ項）。

(ｷ) うち６億 1300 万 234.48 ドルが、ニューヨーク州に対する和解金として（第１

条Ｇ項）。 

                                                                                                                                                     
https://www.fdic.gov/about/freedom/Washington_Mutual_P_and_A.pdf で入手可能）、事業譲渡前にワシント

ン・ミューチュアルが行った行為に係る債務も JP モルガンに承継されるかは一つの論点となり得る。

この点につき、FDIC と JP モルガンとの和解契約第 13 条は、同和解契約及び司法省と JP モルガンとの

和解契約のいずれについても、上記事業譲渡契約に基づいて JP モルガンがワシントン・ミューチュアル

を包括的に承継した（successor-in-interest）ことを明示的又は黙示的に示すものではない旨規定している。

この規定により、上記事業譲渡契約に基づいて株式交換の場合と同様に当然に JP モルガンがワシント

ン・ミューチュアルの債務を全て承継するものではない旨が明らかにされている。
72 http://www.justice.gov/iso/opa/resources/69520131119191246941958.pdf で入手可能。 
73 JP モルガンとの和解当時、FIRREA 史上最大の民事制裁金を課すものであったが（前記注 62 参照）、バ

ンク・オブ・アメリカとの和解契約においてその記録は更新された。
74 http://www.justice.gov/iso/opa/resources/81420131126142617173496.pdf で入手可能。 
75 注 58 で述べたとおり、和解契約が公開される旨は、連邦預金保険法に明定されており（12 U.S.C. 
1821(f)(3)）、JP モルガンとの和解契約についても、

https://www.fdic.gov/about/freedom/plsa/rmbs_jpmorgan_et_al.pdf で入手可能。 
76 http://www.justice.gov/iso/opa/resources/61620131119191331856335.pdf で入手可能。 
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イ 消費者救済（Consumer Relief、第２条） 

    上記和解金のほか、総額 40 億ドルに及ぶ消費者救済プログラムが規定されてい

る77。 

 

 

６．おわりに 

以上、簡単ではあるが、RMBS や CDO をめぐる司法省、FDIC その他の関係政府機関及び

６つの州とバンク・オブ・アメリカとの包括的な和解契約を題材に、米国大規模金融機

関に対する最近の責任追及事案の概要を紹介した。法的枠組みが異なる米国の事例では

あるが、多様な責任追及の手法が用意されている点や、これら多様な責任追及の手法を

関連する当事者間で和解により一挙解決している点及びその具体的な方法、合意事実記

載書等に基づく説明責任に対する対応等、我が国における金融機関の破綻処理に係る責

任追及においても参考となる点があるものと思われる。

 

以  上 

  

                                                   
77 JP モルガンに係る消費者救済の詳細は、https://www.jasmithmonitoring.com/chase/参照。 
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