
244 比較法学 48 巻３号

１　事　実
　上訴人は，カード会社，アメリカン・エキスプレス（以下，「Amex 社」とし，
本件を「Amex 判決」とする。）とその完全子会社であり，被上訴人は，
Amex 社とクレジット・カード契約を結ぶ事業者たちである。Amex 社とのク
レジット・カード契約は，契約当事者間のすべての紛争は仲裁手続によるとす
る契約条項，及び，「いかなる請求についても，クラス・アクション形式の仲
裁を受ける（to be arbitrated on a class action basis）権利も権限も認めない」
とする条項を含んでいた。
　被上訴人らは，上訴人Amex 社が，市場における独占的立場を利用し，他
のクレジット・カード会社より 30％高い費用でクレジット・カード契約を締
結させているとして，この点が連邦の反トラスト法であるシャーマン法１条に
違反すると主張し，上訴人らに対してクラス・アクションを提起した。そして，
クレイトン法４条に基づき，クラスに対して損害の３倍に相当する損害賠償額
の支払いを要求した。
　上訴人らは連邦仲裁法（Federal Arbitration Act（1）, FAA）に基づき，個々
の仲裁手続へ移行することを主張した。被上訴人らはこれに反対して，ある経
済学者による意見を提出した。それによると，反トラスト法関係の主張を立証
するために必要な専門家による分析費用は，「少なくとも 70 万ドル以上であ
り，個々の原告への賠償は，最大 12,850 ドル，または，この３倍の 38,549 ド
ルである」，というものであった。第１審裁判所は仲裁手続への移行を認め，
被上訴人らの訴えを却下した。これに対して，第２審裁判所は次のように述べ
て，この判断を覆し，審理を尽くすために原審に差し戻した。すなわち，「［被

（１）　9 U.S.C.§1 et seq.

Ⅱ　附従契約におけるクラス仲裁 
免除条項の有効性

─American Express Co. v. Italian Colors Restaurant,  

133 S. Ct. 2304 (2013) ─
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上訴人らが］クラス仲裁免除条項に従って個別の仲裁を強制されると，法外な
費用負担が生ずる」ことを立証したため，上記免除条項は強制できず，仲裁手
続は行われない，とされた。In re American Express Merchants’ Litigation, 
554 F.3d 300, 315-316 （2d Cir. 2009）.
　Amex 社は合衆国最高裁判所に裁量上訴の申立てを行い，最高裁は申立てを
受理し，2010 年３月３日，Stolt-Nielsen S. A. v. AnimalFeeds Int'l Corp., 559 
U.S. 662 （2010） （以下，Stolt-Nielsen 判決とする。）に照らして審理を尽くさ
せるため，原審に差し戻した。Stolt-Nielsen 判決は，契約当事者の合意なくし
てクラス仲裁手続を強制されてはならないと判示していた。差戻審裁判所は，
第２審判決がクラス仲裁手続を強制したわけではないとして，免除条項は強制
できないとする判断を維持した。その上で，差戻審裁判所は，職権で，
AT&T Mobility LLC v. Concepcion, 131 S. Ct. 1740 （2011） （以下，AT&T判
決とする。）に照らして再度検討した。AT&T判決では，FAAは，クラス仲
裁手続の免除を強制することを禁止するカリフォルニア州判例法に専占する，
とされていた。差戻審裁判所は，AT&T判決が専占について判示しているこ
とから，本件には適用できないとして，３度目の破棄の判決を下し’た。そして，
５人の裁判官の反対を受けながらも，大法廷での再審理を行わないとした。
　上訴人Amex 社は，合衆国最高裁判所に裁量上訴の申立てを行い，2012 年
11 月９日に，それが受理された。

２　争　点
　連邦法上の主張をする際，原告の個別仲裁にかかる費用が，回復される損害
賠償額を超過する場合において，クラス仲裁（2）を免除する契約条項は，FAA
のもとでは強制可能か否か。

３　判　決
　2013 年６月 20 日，合衆国最高裁は，５対３で，上記クラス仲裁手続免除条
項を強制可能とし，原判決を破棄した。
　Scalia 裁判官が法廷意見を執筆し，Roberts 首席裁判官，Kennedy，Alito，

（２） 　クラス仲裁（class arbitration）については，クラス・アクション（class 
action） に関する連邦民事訴訟規則になぞらえてアメリカ仲裁協会が手続規
定を制定している。Supplementary Rules for Class Arbitrations, effective 
Oct. 8, 2003.
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Thomas 各裁判官が同調した。Thomas 裁判官が同意意見を執筆した。Kagan
裁判官が反対意見を執筆し，Ginsberg，Breyer 各裁判官が同調した。
Sotomayor 裁判官は，本件に参加しなかった。

４　判決理由
（１）FAA２条の解釈に関する判例法理の確認
　議会は，司法において蔓延している仲裁手続に対する敵対的な態度
（hostility）を改めさせるために，FAAを制定した。
　FAA２条は，次のように規定している。すなわち，「いかなる海上取引ま
たは商業に関わる取引を表す契約に定められた条項で，当該契約や取引から生
じる紛争を仲裁によって解決すると定める条項は，…コモンローまたは エク
イティにおける契約の取消し事由がある場合を除いて，有効であり，取消すこ
とはできず，強制することができるものとする（3）」。
　この規定は，仲裁は契約の一種であるという重要な原則を反映している。こ
の規定により，裁判所は仲裁の合意をその規定に従って厳格に強制しなければ
ならず，それが当事者がその紛争を仲裁手続で解決することを選ぶことや仲裁
手続が行われるルールを細かく規定する条項を含んでいる場合でも同様であ
る。この判断は，FAAの規範がそれに反対する議会の要求によって拒否され
るのでない限り，連邦法違反の主張についてもあてはまる。
（２）議会の意思
　議会は，本件のクラス仲裁の免除条項の拒否を要請していない。被上訴人ら
は，個別の訴訟を要求することは，反トラスト法の方針に反すると主張する。
しかし，反トラスト法は，すべての主張の立証のために，手頃な費用の手続で
あることを保障しているわけではない。議会は，反トラスト法上の主張をする
訴訟を促進するため，いくつかの措置をとってきた。例えば，treble 
damages（4）（三倍損害賠償制度）等である。このような措置をとるにあたり，

（３） 　原文は，次の通りである。“A written provision in any maritime transaction 
or contract evidencing a transaction involving commerce to settle by 
arbitration a controversy thereafter arising out of such contract or 
transaction . . . shall be valid, irrevocable, and enforceable, save upon such 
grounds as exist at law or in equity for the revocation of any contract.” 9 
U.S.C.§2.

（４）　15 U.S.C. §15.
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議会は，ある局面においては，違法な商取引を抑止し，これに対処するにあた
り，コモンロー上の一般的な限界を超えることもいとわないことを示してき
た。しかし，議会が，反トラスト法の目的遂行のため，これらの通常の限界を
いかようにも超越することを意図していると考えることは，非常に不合理であ
る。いかなる犠牲を払ってもその目的を達成しようとする法律は，存在しない。
　反トラスト法は，クラス・アクション手続の免除を不可能にする意図を表明
しているわけではない。シャーマン法とクレイトン法は，クラス・アクション
については何も言及していない。実際，これらは，連邦民事訴訟規則第 23
条（5）が登場する数十年前に制定されたものである。同規則第 23 条は，「訴訟が
訴訟当事者として名前が挙がっている個人のみにより，その個人のためだけに
なされるものであるという通常のルール」に対する例外を認めるために制定さ
れたものであった。本件の当事者は「通常のルール」に従って仲裁手続を行う
ことに合意しており，裁判所が，このような当事者の期待を無視することは注
意すべきことである。
　議会は連邦民事訴訟規則第 23 条の承認によって，制定法上の権利の擁護（the 
vindication of statutory rights）のためにクラス・アクション手続を受ける資
格（entitlement）を作り出したわけではない。そもそも，そのような資格は，
クラスによる判決を否定する私的な仲裁合意を無効とするものだが，これは，
連邦民事訴訟規則に禁じられた「実体的権利」の「剥奪」または「修正」に当
たるであろう（6）。いずれにせよ，このような資格が存在する証拠はない。連邦
民事訴訟規則は，クラスの認定について，実際にはほとんどの主張を除外する
ような厳格な要件を課している。そして，これらの要件のうちの一つ（クラス
告知の要件）（7）は，それを遵守することによって生じる「法外に高額な費用」
のために，「反トラスト法の基礎にある政策を擁護しようとする原告の努力を
無にする」ことを理由として，その要件を満たすことが不要となるという主張
については，当裁判所はこれを明確に否定した。また，ある者は連邦法が，連
邦民事訴訟規則第 23 条の手続上の厳しい要件を満たす訴訟によって，または
仲裁での他の非公式なクラス手続を利用することによって，連邦政策を擁護す
る免除不可能な機会（opportunity）を保護するのだと答えるかもしれない。

（５）　FED. R. CIV. P. 23.
（６）　28 U.S.C. §2072（ｂ）.
（７）　FED. R. CIV. P. 23 （ｃ）（２）（Ｂ）.
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しかし，我々はAT＆Ｔ判決において，この考え方を既に否定している。
（３）裁判官による例外の設定
　「議会に反対意思がなかった」ということをもって，本件が解決されるわけ
ではない。被上訴人らの主張は，裁判官によって作り出されたFAA適用に関
する例外に依拠しているが，それによれば，裁判所が，連邦法上の権利の「効
果的な擁護（effective vindication）」を妨げる仲裁合意を無効にするという例
外を認めることは，仲裁を促進するという競合する連邦の政策と調和させるの
に資するという。また，被上訴人らは，反トラスト法上の主張を個別に仲裁手
続で行うことには何の経済的インセンティブもないとして，クラス仲裁手続の
免除を強制することが，「効果的な擁護」を妨げると主張する。
　被上訴人らが示唆する「効果的な擁護」という例外は，Mitsubishi Motors 
Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614, 628 （1985）（ 以 下，
Mitsubishi Motors 判決とする。）の傍論に由来するが，この判決において当裁
判所は，当事者が「法律上の救済を求める権利（right to pursue statutory 
remedies）」を放棄するものとして機能する仲裁の合意を，「公序」（public 
policy）を理由に，無効にすることもいとわないと述べた。しかし，当裁判所は，
仲裁手続そのものが不適切であるとの考えに与しているのではなく，当事者が
仲裁手続において法律の定める訴因を主張する機会がある限り，当該法律は，
救済及び抑止の機能を継続して果たすことになると判示した。これに続く判例
においても，当裁判所は「効果的な擁護」の例外の存在を認めてきたが，同時
に，この例外を仲裁の合意を無効にするために適用することには否定的であっ
た。
　本件でも同じである。当裁判所が説明してきたように，この例外は，「法律
上の救済を求める権利」の放棄を防ぐという要請に由来する。これは，明らか
に，一定の法律上の権利の主張を禁止する仲裁の合意にもあてはまる。そして，
これはおそらく，仲裁を利用することが非現実的となるような高額の費用が発
生する場合にもあてはまる。しかし，法律上の救済を立証（proving）するた
め必要な費用が救済額に見合わないという事実は，その救済を求める権利を排
除することになるわけではない。クラス仲裁の免除条項は，単に，紛争解決手
段が二当事者間の仲裁のみに制限されるというものである。それは，1938 年
にクラス・アクションを採択する以前の連邦法と同様に，当事者の法律上の救
済を求める権利を免除するものではない。または，別の言い方をすれば，クラ
ス・アクション手続を採択する前の連邦上の権利の「効果的な擁護」を保障す
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るのに適切であると考えられていた個別の訴訟は，すぐに，クラス・アクショ
ンの採択によって「非効果的な擁護」となったわけではない。
　当裁判所が判断した二つの判例が，この点を明らかにしている。まず，
Gilmer v. Interstate/Johnson Lane Corp., 500 U.S. 20 （1991） において，当裁
判所は，問題となっていた連邦法，すなわち明確に団体的権利行使を認めた雇
用年齢差別禁止法（the Age Discrimination in Employment Act）についてさ
え，仲裁の合意におけるクラス免除規定を強制することを躊躇しなかった。当
裁判所は，団体的権利行使が認められる同連邦法についても，個別調停の試み
を禁止することが立法者の意図であるわけではないと判断した。次に，Vimar 
Seguros y Reaseguros, S. A. v. M/V Sky Reefer, 515 U.S. 528 （1995） におい
て，当裁判所は，外国において仲裁手続を課すことは，連邦海上物品運送法（the 
Federal Carriage of Goods by Sea Act）と矛盾しないと判断した。この法律
は，物品に生じた損害に対する運送人の責任を「免除」または「軽減」するい
かなる合意も禁止するものであり（8），「効果的な擁護」の例外を立法化したもの
に近い。
　実際，AT＆Ｔ判決が，本件をほとんど解決する。AT＆Ｔ判決において，
当裁判所は，クラス仲裁が可能であることを条件として仲裁条項の有効性を認
める旨のカリフォルニア州判例法を無効としたが，それは，当該判例法が，「仲
裁の本質的な特質に介入する」ものであったからである。当裁判所は，「二当
事者間の紛争解決からクラス仲裁手続への移行は，仲裁の主要な有効性―すな
わちその非形式性―を犠牲にしており，また，手続を遅らせ，より高額にし，
終局判決に比べて手続的な混乱を引き起こしやすい」と述べた。
　控訴審の判決によって作られた法制度が要求するのは，契約当事者が二当事
者間の仲裁を行うことを契約によって合意するより前に，連邦裁判所が，勝訴
のための法的要件を本案の請求ごとに，その法理論の根拠ごとに，立証に必要
な証拠，証拠を確保にするのに必要な費用，そして，立証が成功した場合に回
復される損害賠償額を決めてしまうことと同然である。このように裁判所で訴
訟を提起することを前提とすることは，疑うまでもなく，仲裁，特に二当事者
間の仲裁が一般的に有している迅速な紛争解決の可能性を否定することにな
る。FAAはこのように司法判決によって作られた超構造（superstructure）
を認めない。

（８）　46 U.S.C. App. §1303（8） （1988 ed.）
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　以上より，控訴審判決は破棄される。

５　判例研究
（１）本判決と先例との関係　
　本判決は，主に次の２つの点で意味を持つ。すなわち，第１に，最高裁が，
仲裁の合意を尊重する趣旨から，クラス・アクション型の仲裁を免除する仲裁
条項の有効性を認めたという点である。この点は，先述の Stolt-Nielsen 判決，
及びAT＆Ｔ判決（9）の踏襲と言い換えられる。ただし，反対意見は，本件を
AT＆Ｔ判決と関連付けることに否定的である。第２に，最高裁が，反トラス
ト法上の主張をクラス・アクション型の仲裁で行うことを免除する条項に寛容
な態度を示した点である。この点は，Mitsubishi Motors 判決で示された規範
の本件への適用が問題となるが，法廷意見と反対意見では，この適用の結果が
異なる。
　このように，本判決では，本判決と先例との関係をどのように捉えるかとい
う点において，意見が分かれたといってよい。そこで，以下において，本件が
先例として挙げる判決につき，概略をまとめ，考察を行う。
　①本件と Stolt-Nielsen 判決，及びAT＆Ｔ判決との関係
　Stolt-Nielsen 判決では，仲裁合意の中に，クラス仲裁を認めるかどうかにつ
いて規定がなかった場合，当事者にクラス仲裁を課すことがFAAに抵触する
か否かについて争われた。原審は，連邦海商法上，クラス仲裁に反する慣習や
慣例はないとして，クラス仲裁を認めた仲裁人の判断を支持した。これに対し，
最高裁は，クラス仲裁についての規定がない場合，クラス仲裁を認める判断を
した仲裁廷は，仲裁の合意の解釈と適用を行う仲裁人権限の範囲を超えてお
り，当事者の合意の内容に従って仲裁に強制力を与えるというFAAの趣旨に
照らせば，合意がないにも関わらずクラス仲裁を「課す」ことは，FAAに反
する等として，否定した。
　これに対して，AT＆Ｔ判決では，契約の中に，あらかじめクラス仲裁に関
する規定があり，その内容がクラス仲裁を免除する場合に，当該条項の有効性
が問題となった。原審では，カリフォルニア州法のもと，当該条項は非良心的

（９） 　AT&T判決の評釈として，拙稿「クラス・アクションを回避する仲裁条項
の有効性―AT&T Mobility LLC v. Concepcion, 131 S. Ct. 1740 （2011）―」
比較法学 48 巻１号（2014 年）211 頁参照。
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（unconscionable）であるとして無効とされたが，これに対して最高裁は，
FAAが州法に専占するとして，同条項を有効と判断した。
　両判決に共通しているのは，FAAの下での仲裁の合意の尊重である。これ
を前提に，最高裁は，両判決を通して，契約当事者が契約条項の中に紛争解決
手段は仲裁手続に限るとの条項を入れ，さらに，クラス仲裁は免除するとの条
項を入れることについて，肯定的な態度を打ち出してきた。特に，AT＆Ｔ判
決は，当該条項が有効であるとの結論に至る理由の中で，仲裁の合意の中にお
いては，クラス仲裁という紛争解決手段を当事者に残しておくことはFAAに
反することを判示した。本件では，AT＆Ｔ判決を受け，さらに踏み込んで，
州法ではなく連邦法上の権利主張の場合であっても，AT＆Ｔ判決と同様の結
論を得ることを示したといえる。実際，Amex 判決の法廷意見は，本件につい
て，AT＆Ｔ判決の踏襲・維持という側面を強調している。
　②本判決とMitsubishi Motors 判決との関係
　Mitsubishi Motors 判決では，反トラスト法上の主張を仲裁で行う合意につ
いて，当該合意が国際的な取引において締結されたものである場合に，強制さ
れるべきかどうかが争われた。原審は，反トラスト法上の権利主張は，その性
格上，仲裁によってなされることが適切ではないとした先例（10）を引き，この
ことはたとえ国際的な取引の場合であっても変わらないとした。これに対し
て，最高裁は，国際取引において紛争解決手段について契約によって自由に取
り決める条項は，仲裁手続を促進する連邦の政策によっても支持されること等
から，上記の合意について，強制力を認めた。そして，法廷意見は，脚注にお
いて，「当裁判所は，紛争解決手段に関する条項と準拠法に関する条項とがあ
いまって，反トラスト法違反の救済を求める権利の免除条項として機能する場
合，当該合意を公序違反として非難することをいとわない」（11）と判示した。
　Mitsubishi Motors 判決の法廷意見の脚注部分に書かれた内容が，Amex 判
決の法廷意見と反対意見が effective vindication of statutory rights と呼ぶ部
分であり，連邦法上の権利の「効果的な擁護」を妨げる合意は無効とする，と
いうルールとして扱われている（12）。法廷意見は，「効果的な擁護」のルールの

（10） 　American Safety Equipment Corp. v. J.P. Maguire & Co., 391 F.2d 821 (2d 
Cir. 1968).

（11）　473 U.S., at 637, n.19.
（12） 　なお，法廷意見は「効果的擁護」ルールを傍論としている。133 S. Ct., at 

2310.
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判断において，契約条項によってあらかじめ指定された紛争解決手段では，権
利行使を基礎付ける立証につき法外に高額な費用がかかることは，権利擁護を
不可能にするわけではないとしている。これに対して，反対意見は，法廷意見
が上記のように判断する根拠が十分に示されていないとした上で，立証に法外
に高額な費用がかかることが，まさに，連邦法上の権利擁護の妨げになるとし
て，本件Amex 判決が，Mitsubishi Motors 判決の示した規範の適用例に当た
るとしている。
（２）考察
　法廷意見は，AT＆Ｔ判決に依拠し，本件を仲裁条項におけるクラス・アク
ション免除の問題の一種として捉えている。その上で，Mitsubishi Motors 判
決については，そこで示された規範は肯定するものの，本件には該当しないと
した。これに対して，反対意見は，本件とAT＆Ｔ事件との関わりを否定し，
代わりにMitsubishi Motors 判決の規範が当てはまる事例として捉えている。
　法廷意見は，本件はAT＆Ｔ判決の基準のみによってほとんど解決すると
述べているように，AT＆Ｔ判決を重視するが，これは，AT＆Ｔ判決が示し
たように，仲裁条項においては，クラス・アクション型の手続で権利救済を求
めることは，FAAに反するという考え方の現れと考えられる（13）。本判決によっ
て，仲裁合意との関係では，最高裁はクラス・アクション型の手続の効果や機
能について否定的な態度を取ることがより明確となった（14）。特に，権利の「効
果的な擁護」という連邦法上のルールの存在を認めた上で，契約条項によって
あらかじめ指定された紛争解決手段では，権利行使を基礎付ける立証につき法
外に高額な費用がかかるとしても，そのことから直ちに権利行使が不可能にな
るわけではないと判断された点は，クラス・アクション型の手続を肯定する立
場にとって厳しい内容と思われる。なぜなら，周知の通り，クラス・アクショ
ンは，伝統的に，通常の訴訟では請求額よりもその立証や訴訟手続にかかる費
用の方が高額となるため，救済を求める当事者が権利行使を断念せざるを得な
くなるようなケースを救済する，という機能が期待されてきたからである。

（13） 　近年のクラス・アクションに関する判例を概観し，一部の分野においては，
裁判所がクラス・アクションに対して厳しい態度を取ることから，同制度が
原告にとって利用しにくい制度になりつつあることを論じるものとして，
Robert H. Klonoff, The Decline of Class Actions, 90 WASH. U. L. REV. 730 
（2013）がある。

（14）　Id. at 820-21.



253アメリカ法判例研究（16）

（３）我が国への示唆
　我が国には「クラス・アクション」と呼称される制度は存在しない。しかし，
平成 25 年 12 月４日に成立，公布された，「消費者の財産的被害の集団的な回
復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」（以下，特例法とする。）が，
「日本版クラス・アクション」と呼ばれている。もともと，2000 年に成立し
た消費者契約法が 2005 年に改正され，消費者団体訴訟制度が設立されたが，
この制度は，内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が消費者の集合的利
益を代表し，事業者に対して特定の行為の差止請求を行うというものであった
（消費者契約法２条４号，12条以下）。一方，上記特例法は，さらに踏み込んで，
適格消費者団体に，一定の条件で，事業者に対する損害賠償請求を認めたもの
である。
　上記特例法の制定に当たり，諸外国における様々な団体訴訟制度が参照・検
討されたが（15），中でもアメリカ，ブラジル，及びカナダのクラス・アクション
制度の影響が大きいようである（16）。一般的に，日本とアメリカは，法文化も社
会も大きく異なるため，アメリカで起こった現象が必ずしも日本でも起こりう
るとは限らない（17）。Stolt-Nielsen 判決，AT＆Ｔ判決，そして本件Amex 判決
を通して，合衆国最高裁は，仲裁手続におけるクラス・アクション型手続に対
して否定的な見解を示してきたが，この見解が我が国の新しい法制度に与える
影響は，現在のところ大きいとはいえないであろう。
　しかしながら，合衆国最高裁が，本件Amex 判決を含む複数の判例を通じ
て，仲裁合意を最大限に尊重し，仲裁手続の利用の促進に強い意志を示し，さ
らに，仲裁におけるクラス・アクション型手続の機能に対する懐疑を示した点
は，我が国のクラス・アクションに，多くの示唆を与えるように思われる。な
ぜなら，仲裁においてクラス・アクション型手続を採用するという問題は，我

（15） 　なお，本制度の経緯及び概要につき，加納克利「消費者裁判手続特例法に
ついて」NBL1016 号（2014 年）23 頁以下，鈴木敦士「消費者裁判手続特例
法案の概要」NBL同号 31 頁以下参照。また，本制度の理論面を解説するも
のとして，三木浩一「消費者集合訴訟制度の理論と課題」NBL同号 41 頁以
下参照。

（16） 　このうち，直接参考にしたのはブラジル及びカナダのクラス・アクション
とされている。しかし，アメリカ，カナダ，ブラジルのクラス・アクション
は，何らかの意味で２段階型が採用されており，上記３国の制度は，実質的
に共通する部分が多いとされている。三木・前掲注（15）42，44，54 頁。

（17）　同上 55 頁も，同趣旨と思われる。
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が国が未だ経験していないとはいえ，今後の法制度の運用次第では，同様の問
題が生じる可能性もあるからである。また，クラス・アクションの先進国であ
るアメリカの最高裁が，クラス・アクションの機能について少なからず疑問を
抱いていることは，遅れてクラス・アクションを導入する日本が十分注意すべ
き点であるといえよう。なお，アメリカでは，いずれの事件においても，法廷
意見と反対意見とにほぼ二分された点にも注意が必要である。
　以上のことから，上記特例法が，施行後３年を経過した時点において再検討
が予定されていること（附則３条以下）を踏まえても，アメリカのクラス・ア
クションの今後の展開を注視する意義は十分にあると思われる（18）。

（柳　景子）

（18） 　近年のアメリカのクラス・アクション関連の判決について，上記特例法へ
の示唆との関連で，太田洋，宇野伸太郎「米国クラスアクションにおける承
認手続：近時の連邦最高裁判決と日本への影響」旬刊商事法務（2013）18
頁以下等がある。


