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金融規制改革の行方 
～ドッド・フランク法とObama再選は運命共同体か～ 

 
2010 年 7 月 21 日、ドッド・フランク法（Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 

Protection Act of 2010）が Obama 大統領の署名により成立した。当時から、この法律がカ

バーする膨大な領域とその複雑さ、そして「意図しない悪影響（unintended 
consequences）」を懸念する声は多かったが、規制当局による規則制定の進捗状況には、

法成立から 1 年半経過した現在も依然として遅れが目立っている。 

キャピトル・ヒルの金融ロビイスト達はドッド・フランク法を「既成事実」として受

け入れ、資本規制、デリバティブ、域外適用等様々な領域に係る規則の内容を巡り、

日々積極的なロビイング活動を展開している。その一方で、今年秋の大統領選挙結果及

び 2013 年以降の議会勢力構成次第で、共和党を中心とした議会内のドッド・フランク法

反対勢力による法律廃止に向けたシナリオが始動するのではとの観測も皆無ではない。 

今回の BTMU ワシントン情報では、ドッド・フランク法のインプリ面の現状と、大統

領選挙を含む政局分析から、金融規制改革の牽引役たる同法の今後を考察する。 

１．ドッド・フランク法への向かい風 ～ 複数要因でインプリに弊害 

（１）遅れる規則制定作業 

ドッド・フランク法では新たに約 400 項目に及ぶ規則の制定が必要とされるが、今年

初めまでに完了したものは全体の約 2 割程度の 86 項目、また、規則案が公表されたもの

は全体の 4 割弱の 155 項目に止まる等、全般的に作業に遅れが目立っている。 

規則制定に期限が設定されているものは全部で 286 項目、その内、昨年末までに 200
項目が期限を迎えた。この内、実に 7 割強を占める 149 項目が期限内の最終化に間に合

わず、25 項目は規則案すら公表されぬままとなっている（次頁【表 1】参照）。 

一連の作業が遅れている原因としては、規制当局側のリソース面での制約が大きい。

議会共和党が関連予算削減という手を使い、人員補充や IT 環境整備等の面でドッド・フ

ランク法のスムーズなインプリを妨害しているからである。ワシントンでは、反対する

法律の執行を阻む一般的な手段として、予算拡充を阻む手法は半ば恒常化しているが、

議会民主党は警戒感を強めている。 
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【表 1】ドッド・フランク法 規則制定の遅れ（2012 年 1 月 3 日現在） 

ドッド・フランク法で制定されるべき規則 約400
規則制定に期限が設定されているもの 286
制定期限を迎えたもの 200
内、期限内に完了しなかったもの 149
内、規則案すら未公表のもの 25  

    出所：Dodd-Frank Progress Report by Davis Polk 

予算面で最も打撃を受けたのは、先物取引やオプション等いわゆる金融派生商品を規

制する商品先物取引委員会（CFTC）である。先月初めの時点で規則制定の半分以上が期

限に間に合わなかった現状からも分かる通り、予算面の強化は必要不可欠とされていた。 

それにも拘らず、CFTC の 2012 年度予算は、大統領予算請求額（約 3 億 800 万ドル）

を 3 分の 1 も下回る約 2 億 500 万ドルで決着。IT 関連予算を転用する事で大規模な人員

削減は回避されたが、その分 IT 環境整備の遅延は必至であり、今後のインプリへの影響

が懸念されている。 

CFTC と並び、共和党の標的とされた証券取引委員会（SEC）でも、年初に期限を迎え

た規則制定作業 73 項目の内、59 項目が期限内に完了しなかった。2012 年度予算に付い

ては、大統領予算請求額（約 14 億 3,000 万ドル）を若干下回る 14 億ドルで決着し、

Mary Schapiro 委員長が「インプリに必要最小限」としたレベルを何とかクリアした。 

一方、当地で SEC 関係者にヒアリングした所、リソース面の制約はスタッフの「量

的」な問題よりも、寧ろ「質的」な問題にあるとの由。金融取引や商品に十分な知識と

経験を有する高いレベルのスタッフ確保が進んでいない事が、規則制定の遅延に繋がっ

ている模様で、金融規制改革の本質的な困難さが窺い知れる。 

（２）議会共和党の動き 

共和党は、ドッド・フランク法を、雇用機会を減じ金融業界の米国離れを誘引する結

果、米国市場の競争力を落とす元凶と位置付け、首尾一貫して反対の立場を採っている。 

2010 年 7 月の同法案審議に際しては、賛成票を投じた共和党の造反者は下院で 3 名、

上院で 2 名に留まったが、両院共に民主党が多数を占める議会構成の下、金融危機の再

発防止を掲げた民主党に共和党が対抗できる環境にはなかった経緯にある。 

2010 年 11 月の中間選挙で下院で共和党が与党に返り咲いたとは言え、民主党が上院

の多数派を占める「ねじれ議会」の下では、ドッド・フランク法の廃止は未だ現実的で

ない。また、大統領選挙を目前に控える中で、金融業界に対する過度の支援と取られか

ねないスタンスを明確に打ち出すのは、共和党にとっても政治的リスクが高い。 

しかし、昨年 3 月末には、Tea Party 運動から支持を受けた Jim DeMint 上院議員（共

South Carolina）を中心とする共和党議員団がドッド・フランク法の廃止法案を提出、上

院筆頭の Mitch McConnell（共 Kentucky）を含む共和党上院議員 18 名が名を連ねた。同
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法案は提出されこそすれ昨年中は最終的に審議されなかったが、共和党幹部がドッド・

フランク法を民主党の政治的失策として捉えている事を改めて強く印象付けた。 

一方、世論の反発を恐れる下院はより慎重路線を採っているものの、下院金融サービ

ス委員会委員長の Spencer Bachus 議員（共 Alabama）が雇用機会の喪失につながる部分

を局所的に取り上げるなど、ドッド・フランク法成立から 1 年が経過した昨年 7 月の時

点で、同法の一部条項の撤廃または修正に関る法案が少なくとも 18 本提出された。 

（３）Wall Street によるロビイング 

米国の政治資金のモニタリングを行うNGO、Center for Responsive Politicsの調査による

と、2010 年、2011 年に大手商業銀行と投資銀行がロビイング活動に費やした総額は夫々

1 億 5,760 万ドル、1 億 5,950 万ドルに及んだ。Wall Streetの各々の金融機関は巨額の費用

を投じ（【表 2】参照 ）、法律や金融の敏腕スペシャリストをキャピトル・ヒルに投入

ロビイング活動を日々活発に行なっている。 
、

【表 2】金融機関のロビイング費用（2010～2011 年） 

 

                                                出所：Center for Responsive Politics 

ロビイングの具体的活動は、各金融機関がドッド・フランク法成立以降、キャピト

ル・ヒル周辺に新たに設立したオフィスを交渉窓口とした、規制当局や議会との地道な

協議及び陳情活動が中心となる。同時に、国際銀行協会（IIB）、証券業金融市場協会

（SIFMA）等、有力業界団体を通じて競合他社と連携し、頻繁にミーティングを重ねて

いる。 

彼らロビイスト達は、ドッド・フランク法による所謂「意図しない悪影響」を回避す

べく、議会の管轄委員会に対しては、問題とされる条項の修正を提案し、一方規制当局

に対しても、ミーティングを重ね問題の所在を明らかにした上で意見書を提出する等し

ている。難航する規則制定を巡っては、基本的には協働路線を採り、時として規制当局

に「アドバイスの提供」をするコンサルタントであるかの様な印象すら受ける。 

例えば IIB は、当行を含む外資系金融機関で法律、金融等のスペシャリスト達を集め、

毎月定例会議を開催。ボルカールール、資本規制、デリバティブ関連の規制当局の動向
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や、規制当局とのミーティングや個別議員に対する陳情時の温度感等を共有し合う場を

提供している。 

定例会議で集約された意見やアドバイスを元に、IIBでは議会証言に向けた原稿を作成

したり、規制当局に対する意見書を纏めたりしている1。特にドッド・フランク法の域外

適用問題を巡っては、外国政府機関との連携強化を強め、米国内外からの規制当局への

働きかけを増やしていく事も重視しており、まさに考えうるあらゆるリソースを駆使し、

規制当局とのセンシティブな交渉を精力的に展開している。 

ロビイスト達は、こうした業界団体での活動を、同業他社との情報・意見交換の場と

しても活用しており、問題領域によって巧みに合従連衡を繰り返しながら、それぞれの

強い「思惑」を実現するベストな方策を見極める「駆け引き」に日夜余念がない。 

 （４）ドッド・フランク法の「生みの親」不在を憂う声も 

ドッド・フランク法が法制化を果たした際、上院銀行委員会委員長を務めた

Christopher Dodd元上院議員（民Connecticut）が昨年 1 月に引退したのに引き続き、昨年

11 月には前下院金融サービス委員会委員長のBarney Frank下院議員2（民Massachusetts）
も今年秋の下院選挙に出馬せず、任期満了を以って引退する事を発表した。 

これで、来年以降、ドッド・フランク法の生みの親が二名共キャピトル・ヒルから引

退する事となるが、当地では当該法律のインプリ面への影響や、共和党の同法廃止への

動きを活発化させる可能性を指摘する声が漏れ聞かれる。 

特に、Frank 下院議員については、高度な専門知識を要する金融問題にかけてはキャピ

トル・ヒルにおいて右に出る者がいないとされ、まさに金融規制改革の要として捉えら

れていた。ディベート技術で他の追随を許さぬ一方で、対立意見にも耳を傾ける公平な

姿勢により、共和党議員からも一目置かれ、困難なドッド・フランク法案の取り纏め作

業を効率的に指揮したその手腕は高く評価されている。 

今秋の選挙後の下院金融サービス委員会の次期委員長候補者として、民主党からは

Maxine Waters 下院議員（民 California）や、選挙区に JP Morgan Chase や Citigroup がオフ

ィスを構える Carolyn Maloney 下院議員（民 New York）の名前が取り沙汰されている。 

いずれにせよ、Frank 議員の引退は、推進派にとってはドッド・フランク法のインプリ

が更に妨害を受けるリスクとして、反対派にとっては同法をあわよくば廃止とする機会

として捉えられている。 

２．大統領選挙 ～ 共和党予備選で「廃止」が叫ばれるドッド・フランク法  

（１）共和党指名争いでの議論 

                                                 
1 直近では、1 月 18 日にボルカールールに関し上院で証言した。 
http://www.iib.org/associations/6316/files/IIB%20Mark%20Standish%20Testimony%20HFSC%20011812.pdf 
2 2010 年の中間選挙後は、少数党筆頭委員として引き続き同委員会に従事。 

http://www.iib.org/associations/6316/files/IIB%20Mark%20Standish%20Testimony%20HFSC%20011812.pdf
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大統領選挙に向けた共和党指名争いが本格化する中、ドッド・フランク法は重要なア

ジェンダの一つとなっている。共和党候補者は「廃止」方向で一致するのみならず、同

法を廃止させる事が出来ぬままの議会共和党を繰り返し非難する等、熾烈な大統領選挙

戦を戦い抜く上での重要な政策カードとして位置づけている。 

Mitt Romney 候補は、ドッド・フランク法についてはデリバティブに関する規制の厳格

化を始め、一部にその有用性を認めている。しかし、2 千ページ以上にも及ぶ法律には

不明瞭な点も多く、規則制定で混乱を招き易い事、また小規模の銀行を追い詰める性質

のものである事などを理由に、法律の廃止を主張している。 

Rick Santorum 候補は、ドッド・フランク法が平均的な国民の資産形成や与信面での弊

害となるとして廃止を訴える一方、金融規制改革の必要性自体は認めており、新たに法

律を作り直す必要があるとしている。 

Newt Gingrich 候補も、ドッド・フランク法は地銀を追い詰めるものだとして廃止を主

張。昨年 10 月に開催された候補者討論会で「下院共和党議員等が同法廃止に未だに成功

していない事実は衝撃的だ」と、身内の議会共和党に対し批判の矛先を向けている。 

Ron Paul 候補は、連邦準備理事会（FRB）の解体を訴えるなど、筋金入りの「小さな

政府」の推進論者で知られるが、ドッド・フランク法に関しても「1 兆ドルもの莫大な

負担を国民に課した災禍（disaster）だ」として廃止を主張している。 

（２）金融規制改革の推進を誓う Obama 政権 

前述した通り、金融規制改革を巡るキャピトル・ヒルの現状は、Obama 政権にとって

も好ましいものではないが、大統領選挙再選に向けてキャンペーン活動を本格化させる

中で、金融改革の遂行に関し、改めて攻めの姿勢を打ち出している。 

Obama大統領は年初に、発足から 5 ヵ月以上、局長不在の事態が続いていた消費者金

融保護局（CFPB）の局長にRichard Cordray元Ohio州司法長官を任命した。これは、上院

休会中に大統領が上院の承認なく要職の任命が出来るという「禁じ手」を使った上の断

行であったため、大統領による共和党への宣戦布告として受け止められている3。  

また、先月 24 日の一般教書演説に於いて、Obama 大統領は今後も引き続き金融規制強

化路線を突き進む方針を示した。演説中、大手金融機関のリスキーな取引による暴走を

けん制すると共に、金融機関の顧客に対する道義的責任を複数回に亘り言及した。  

Geithner 財務長官も今月 2 日、金融規制改革を遅らせる動きについて「公平な競争の

不確実性を強めるものでしかない」と語った。一般教書演説でクローズアップされた様

に、再選キャンペーンの中核には経済的な「公平さ（fairness）」の実現が据えられてい

る。Obama 陣営は選挙戦を通じ、言わば「金融規制改革 = 国民の生活を守る重要措置」

といったロジックを貫くものと思われる。 
 

                                                 
3 上院ではこれまでObama大統領による指名人事の内 181 名が共和党の妨害で承認待ちとなっているが、

ドッド・フランク法により新設された同局に至っては、共和党からの風当たりは最も強い。 
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３．結び  

昨年を通じて、上下両院は財政規律を始めとする重要課題に対して合理的な結論を導

く事が出来ず、党利党略を巡る不毛な論争に終始した。この為、国民の政治不信は一層

深まり、議会に対する信任は嘗て無いほど低下した。前述の通り、ドッド・フランク法

廃止の審議は議会にとってリスキーな選択であり、選挙前に顕現化する事はあるまい。 

一方、大統領選挙キャンペーンに於いては、与野党のイデオロギーの差異が先鋭化さ

れるのが通常であり、現職大統領と共和党候補者の金融規制改革に対するスタンスの差

は、選挙戦の深化に伴い、より鮮明さを増すであろう。 

当地では、Obama 大統領が再選すればドッド・フランク法下での規則制定は着実に継

続するが、再選ならずとあれば水面下で燻る同法廃止に向けた動きが再燃するとの見解

が主流である。 

ドット・フランク法が牽引する金融規制改革と Obama 再選は、運命共同体と言った所

なのかもしれない。 

*******************************************************************************      

以下の当行ホームページで過去 20 件のレポートがご覧になれます。

https://reports.us.bk.mufg.jp/portal/site/btmureports/ 

＊画面左の Washington DC Political and Economic Report (Japanese)をクリックして下さい。 
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ワシントン駐在員事務所はお蔭様で、2011 年 10 月 5 日に創立 40 周年を迎えました。 

https://reports.us.bk.mufg.jp/portal/site/btmureports/

