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On June 23, the California Supreme Court provided 

mixed blessings to California employers. In Iskanian v. 

CLS Transportation, No. S204032 (June 23, 2014), the 

Court upheld class action waivers in arbitration 

agreements, concluding that its so-called Gentry Rule, 

under which such waivers had generally been found 

unenforceable, was contrary to recent U.S. Supreme 

Court precedent under the Federal Arbitration Act (FAA). 

The Court also rejected arguments that class action 

waivers are unlawful under the National Labor Relations 

Act. These holdings are victories for the enforceability of 

class arbitration waivers in the employment context and 

beyond. 

6月 23日、カリフォルニア州最高裁判所で、同州における

使用者にとってありがたいようなありがたくないような判断が

下された。Iskanian v. CLS Transportation, No. S204032 

(June 23, 2014)において、同裁判所は一般に仲裁合意の

クラスアクション放棄条項には法的強制力がないとする、い

わゆる Gentryルールは連邦仲裁法（FAA）に基づく連邦最

高裁の最近の判例に矛盾しているとして、クラスアクション

放棄条項を有効とした。カリフォルニア州最高裁はまた、全

国労働関係法に基づきクラスアクション放棄条項は違法で

あるとする主張も退けた。この判決は雇用関係及びそれ以

外の関係において、クラス仲裁放棄条項に法的強制力があ

るとする主張の勝利といえる。 

Offsetting these victories, however, the Court invalidated 

waivers of the right to bring representative actions under 

the California Private Attorneys General Act (PAGA) to 

enforce the California Labor Code, holding that such 

waivers are contrary to California public policy and that 

California’s policy is not preempted by the Federal 

Arbitration Act. 

しかしながら、これとは裏腹にカリフォルニア州最高裁は、カ

リフォルニア州労働法執行の根拠となるカリフォルニア民間

法務長官法（PAGA）に基づく代表訴訟提起権の放棄を無

効とした。かかる放棄はカリフォルニア州の公共政策に反す

るものであり、カリフォルニア州の政策の実施は連邦仲裁法

により阻止されるものではないとしたのである。 

The decision creates a procedural quandary. While 

arbitration agreements may preclude class actions, they 

may not preclude PAGA representative actions. Thus, 

California employers seeking to enforce arbitration 

agreements could find themselves simultaneously 

litigating closely related issues both in court and before 

an arbitrator. How such bifurcation will work out and 

whether it will survive scrutiny by the U.S. Supreme 

この判断により手続上のジレンマが生じている。仲裁合意に

おいてクラスアクションの阻止が可能なのにもかかわらず、

PAGAに基づく代表訴訟を阻むことができないのである。し

たがって、仲裁合意を執行しようとする使用者は、密接に関

係する問題について同時に訴訟と仲裁の双方で争うことに

なりかねない。このような区別がどのような結果をもたらす

のか、また、連邦最高裁による審理が行われてもこの区別

Client Alert 

http://mofo.jp/attorneys/mofo/max_olson.html
http://www.mofo.jp/attorneys/mofo/_james_e_hough.html
http://mofo.jp/attorneys/mofo/stoupe_louise.html
http://www.mofo.jp/attorneys/mofo/_steven_e_comer.html
http://www.mofo.jp/attorneys/mofo/shogo_asaji.html
http://www.mofo.jp/attorneys/ito_mitomi/yukihiro_terazawa.html
http://www.mofo.jp/attorneys/ito_mitomi/chie_yakura.html
http://www.mofo.com/people/m/munoz-lucas-v
http://www.mofo.com/people/l/lebon-colette-m
http://www.mofo.com/people/b/boddy-james-e
http://www.mofo.com/people/m/munoz-lucas-v
http://www.mofo.com/people/l/lebon-colette-m
http://www.mofo.com/people/b/boddy-james-e


 

 

2 

Client Alert 

Court are uncertain at best. は変わらないのかは不明というしかない。 

I. BACKGROUND I. 背景 

Plaintiff Iskanian, who worked as a truck driver for 

Defendant CLS Transportation, filed a class action 

against his former employer, alleging various California 

Labor Code violations and seeking penalties under the 

PAGA. Iskanian had signed an arbitration agreement 

that provided that he would submit any and all claims 

arising out of his employment to binding arbitration, and 

that included a class and representative action waiver. 

CLS moved to compel arbitration, and the trial court 

granted CLS’s motion. 

被告である CLS Transportationのトラック運転手として勤

務していた原告 Iskanianは、多岐にわたるカリフォルニア州

労働法違反を主張し、PAGAに基づく罰則を求めて元使用

者に対してクラスアクションを提起した。Iskanianは自らの

雇用に起因して生じる一切の請求については、これを拘束

する力を有する仲裁に付託するとしたクラスアクション及び

代表訴訟の放棄条項を盛り込んだ仲裁合意書に署名してい

た。CLSは仲裁強制命令を申し立て、第一審裁判所はこの

申立てを認容した。 

Shortly thereafter, the California Supreme Court decided 

Gentry v. Superior Court, 42 Cal. 4th 443 (2007), which 

held that a class waiver provision in an arbitration 

agreement should not be enforced if “class arbitration 

would be a significantly more effective way of vindicating 

the rights of affected employees than individual 

arbitration.” The court of appeal issued a writ of mandate 

directing the trial court to reconsider its ruling in light of 

Gentry, at which point CLS withdrew its motion to 

compel arbitration and the case proceeded in the trial 

court. Four years later, after the trial court had certified a 

class, the United States Supreme Court decided AT&T 

Mobility LLC v. Concepcion, 131 S. Ct. 1740 (2011), and 

held that “[r]equiring the availability of classwide 

arbitration interferes with the fundamental attributes of 

arbitration and thus creates a scheme inconsistent with 

the [Federal Arbitration Act].” On this basis, CLS brought 

a renewed motion to compel arbitration and dismiss the 

class claims. The trial court granted the motion, and 

Iskanian appealed the order. The court of appeal 

affirmed the trial court’s order. 

その後まもなくカリフォルニア州最高裁が、Gentry v. 

Superior Court, 42 Cal. 4th 443 (2007)の判決を下した。こ

の判決では、｢被害者たる被用者の権利の保護措置として、

一対一の個別の仲裁とくらべてクラス仲裁が著しく有効であ

る｣場合、仲裁合意のクラスアクション放棄条項を強制すべ

きではないとされた。控訴裁判所は Gentry判決に照らして

判決を再審理することを第一審裁判所に命ずる職務執行令

状（writ of mandate）を発行し、この時 CLSは仲裁強制命

令申立を取り下げ、事件は第一審裁判所において再審理さ

れることとなった。4年後、［Iskanian事件においては］既に

第一審裁判所によりクラス認定が行われていたが、AT&T 

Mobility LLC v. Concepcion, 131 S. Ct. 1740 (2011)の連

邦最高裁判決で、｢クラス単位の仲裁手続が可能になれば

仲裁の基本的特性が阻害され、したがって［連邦仲裁法］と

矛盾する手続を作り出すことになる。｣とされた。CLSはこの

判決に基づき、仲裁強制命令とクラス認定却下を求める申

立てをあらためて行った。第一審裁判所はこの申立てを認

容し Iskanianはこの命令に対し控訴を行ったが、控訴裁判

所は、第一審裁判所の決定を支持した。 

The California Supreme Court granted review to 

consider (1) whether Concepcion implicitly overruled 

Gentry with respect to contractual class action waivers 

in the context of nonwaivable labor law rights; (2) 

whether a class action waiver is invalid under the 

National Labor Relations Act; (3) whether CLS waived 

its right to compel arbitration; and (4) whether the 

Supreme Court’s decision in Concepcion permits 

arbitration agreements to override the statutory right to 

bring representative claims under PAGA. 

カリフォルニア州最高裁は以下の点について再審理を行うこ

ととした。(1)放棄不可能な労働法上の権利との関連で、契

約上のクラスアクション放棄条項について、Concepcion判

決は Gentry判決を黙示的に覆したといえるか、(2)全国労

働関係法に基づきクラスアクション放棄条項は無効か、

(3)CLSは仲裁強制権を放棄したといえるか、そして(4)連邦

最高裁による Concepcion判決では、PAGAに基づく代表

訴訟を提起する制定法上の権利を無効とする仲裁合意が

認められているのか。 
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II. CALIFORNIA’S GENTRY RULE INVALIDATING 

CLASS ACTION WAIVERS DOES NOT SURVIVE 

RECENT PRECEDENT UNDER THE FEDERAL 

ARBITRATION ACT 

II. クラスアクション放棄条項を無効とするカリフォルニア州

の GENTRYルールは、連邦仲裁法に基づく最近の判例で

はもはや有効ではない 

As expected, the California Supreme Court once and for 

all concluded that Gentry is dead. In other words, courts 

may not refuse to enforce class arbitration waivers 

merely because a class proceeding would be a more 

effective way to vindicate an employee’s statutory rights 

than an individual action. As the California Supreme 

Court found, the FAA preempts Gentry under the logic of 

Concepcion, where the U.S. Supreme Court held that a 

class waiver is valid even if an individual proceeding 

would be an ineffective means to prosecute certain 

claims. 

予想どおり、カリフォルニア州最高裁は Gentryルールは完

全に過去のものとなったと結論づけた。すなわち、クラスアク

ション等の法的措置の方が一対一の個別の訴訟等の措置

とくらべて、被用者の制定法上の権利を保護するうえでより

効果的であるからということのみを理由として、裁判所がクラ

スアクション放棄条項の執行を拒否することはできないので

ある。カリフォルニア州最高裁が判示したように、

Concepcion判決の論理に基づき Gentryルールは FAAに

より無効とされるというわけである。なお、Concepcion事件

の連邦最高裁判決では、ある請求を行うにあたって、たとえ

一対一の個別の訴訟等の措置の方が効果が薄いという場

合であってもクラスアクション等の法的措置の放棄条項は有

効であるとされた。 

This ruling should mean that class arbitration waivers 

are always enforceable in California, but it may not be 

the end of the story. The California Supreme Court 

suggested that a court may still require arbitration to 

provide protections for employees, such as affordability 

and accessibility, as it noted in Sonic-Calabasas A, Inc. 

v. Moreno, 57 Cal. 4th 1109 (2013) (Sonic II), so long as 

those protections are not incompatible with arbitration. 

Judge Chin asserted in his concurrence that this carve-

out is preempted by the FAA as construed by the U.S. 

Supreme Court. Both the substance of the carve-out and 

whether it is preempted will have to await further judicial 

review. 

この判決により、カリフォルニア州においてクラス仲裁放棄

条項はどんな場合も有効であるといえるはずであるが、話は

これで終わりではないかもしれない。Sonic-Calabasas A, 

Inc. v. Moreno, 57 Cal. 4th 1109 (2013) (Sonic II) におい

て示されたように、カリフォルニア州最高裁は仲裁につい

て、裁判所の方から更に仲裁制度と矛盾しないことを条件と

して、費用を妥当な金額に設定する、利用し易いものとする

等の被用者のための保護措置を定めることを義務付ける可

能性があることを示した。Chin裁判官は賛成意見のなかで

連邦最高裁による解釈のとおり、このような除外規定は

FAAに基づき無効とされると主張した。除外規定の実質的

内容とそれが無効とされるか否かについては、更なる司法

審査の結果を待たねばならない。 

In the meantime, however, employers should continue to 

draft arbitration agreements for California employees 

that contain sufficient protections for employees to pass 

muster even under the Sonic II standard. Based on the 

California Supreme Court’s guidance in Iskanian, this 

will mean at a minimum that arbitration agreements 

provide for employers to pay all costs beyond court filing 

fees for arbitrations and for arbitrations to proceed in a 

place near the employee’s place of employment. 

しかしながら、それまでの間使用者は引き続き Sonic II基準

が適用された場合も通用するよう、カリフォルニア州の被用

者向けに、被用者に対する十分な保護措置を定めた仲裁合

意書を作成すべきである。Iskanian判決におけるカリフォル

ニア州最高裁の指針に基づけば、少なくとも仲裁提訴費用

を含む全費用を使用者が支払う旨、及び仲裁は被用者の就

業場所の近隣で行う旨を仲裁合意書に定めなければならな

い。 

III. THE NATIONAL LABOR RELATIONS ACT DOES 

NOT INVALIDATE CLASS ACTION WAIVERS 

III. 全国労働関係法を根拠としてクラスアクション放棄条項

が無効とされるものではない 

In D.R. Horton Inc., 357 NLRB No. 184 (2012), the 

National Labor Relations Board (NLRB) held that class 

action waivers in arbitration agreements violate the right 

of employees guaranteed by section 7 of the National 

D.R. Horton Inc., 357 NLRB No. 184 (2012)において、米

全国労働関係委員会（NLRB）は、仲裁合意のクラスアクショ

ン放棄条項は、全国労働関係法（NLRA）第 7条が保証する

被用者の相互扶助・防衛を目的として集団的共同活動を行
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Labor Relations Act (NLRA) to engage in collective 

concerted activity for mutual aid and protection. The 

Fifth Circuit refused to enforce the NLRB’s decision in 

D.R. Horton, Inc. v. NLRB, 737 F.3d 344 (5th Cir. 2013), 

and a majority of other federal courts have come to a 

similar conclusion: that the NLRA does not overcome 

the FAA’s “liberal policy favoring arbitration.” (Slip op. at 

21.) In Iskanian, the California Supreme Court adopted 

the majority view. While concluding that the NLRA does 

not override the FAA’s mandate that arbitration 

agreements be enforced in accordance with their terms, 

the Court also sounded a cautionary note: “Our 

conclusion does not mean that the NLRA imposes no 

limits on the enforceability of arbitration agreements.” 

(Slip op. at 21.) “Notably,” the Court continued, “while 

upholding the class waiver in Horton . . ., the Fifth Circuit 

affirmed the Board’s determination that the arbitration 

agreement at issue violated section 8(a)(1) and (4) of 

the NLRA insofar as it contained language that would 

lead employees to reasonably believe they were 

prohibited from filing unfair labor practice charges with 

the Board.” (Id.) In addition, the Court noted, the 

arbitration agreement in the case before it “still permits a 

broad range of collective action to vindicate wage 

claims.” (Id.) Thus, the agreement “does not prohibit 

employees from filing joint claims in arbitration, does not 

preclude the arbitrator from consolidating the claims of 

multiple employees, and does not prohibit the arbitrator 

from awarding relief to a group of employees.” (Id. at 

22.) 

う権利を侵害するものであるとした。第 5巡回区控訴裁判所

は D.R. Horton, Inc. v. NLRB, 737 F.3d 344 (5th Cir. 

2013)において、NLRBの決定を執行することを拒絶し、他

の連邦裁判所の大部分も同様の結論を出した。すなわち

FAAの｢仲裁を支持するリベラルな方針｣は NLRAによって

覆されるものではないとしたのである（判例速報第 21頁）。

Iskanian判決において、カリフォルニア州最高裁はこの多

数派の意見を採用した。同裁判所は、仲裁合意はその定め

に従って執行されるべきとする FAAの規定が NLRAにより

無効とされることはないと結論付ける一方で、｢この結論は、

NLRAが仲裁合意の法的強制力を無制限にすることを強い

るという意味ではない。｣との警告を発した（判例速報第 21

頁）。カリフォルニア州最高裁はまた、｢とりわけ、Horton事

件においてクラスアクション放棄条項を支持する一方

で、．．．第 5巡回区控訴裁判所は、問題となっている仲裁

合意は不公正な労働慣行について NLRBに対して告訴す

ることは禁じられていると被用者に合理的に信じさせるよう

な文言が含まれる限りにおいて、NLRA第 8条第(a)項第

(1)号及び第(4)号に違反しているとの NLRBの決定を支持

した。｣と続けた（前掲）。更に、同裁判所で争われた本件の

仲裁合意においては｢なおも、賃上げ要求の権利を保護す

る広範な集団的活動が認められている。｣とし（前掲）、した

がって、当該合意書は、｢被用者が仲裁において併合請求

申立てを行うことを禁じておらず、仲裁人が複数の被用者の

請求を併合することを妨げておらず、また、仲裁人が被用者

団に対して救済裁定を下すことを禁じていない。｣とした（前

掲第 22頁）。 

While the Court expressly disclaimed deciding “whether 

an arbitration agreement that more broadly restricts 

collective activity would run afoul of [the NLRA],” (id.), 

California employers may wish to proceed cautiously 

pending further guidance from the courts. At a minimum, 

arbitration agreements should make clear that 

employees are not precluded from filing unfair labor 

practice claims with the NLRB. 

カリフォルニア州最高裁は、｢集団的活動をより広く制限する

仲裁合意は［NLRA］に抵触するか否か｣については明確に

判断を放棄したが（前掲）、裁判所から更なる指針が出され

るまでの間、カリフォルニア州の使用者は慎重に手続を進

めるべきである。少なくとも仲裁合意書では、被用者が不公

正な労働慣行について NLRBに対して告訴することは妨げ

られていない旨明確にすべきである。 

IV. THE EMPLOYER DID NOT WAIVE ITS RIGHT TO 

ARBITRATE BY FORGOING A MOTION TO COMPEL 

ARBITRATION WHILE GENTRY WAS GOOD LAW 

IV. GENTRY判決が有効とされるなか、使用者は、仲裁強

制命令申立を取り下げたが、仲裁権を放棄したわけではな

かった 

As noted above, the employer in Iskanian withdrew its 

motion to compel arbitration following a court of appeals 

remand to the trial court to reconsider its original order 

compelling arbitration in light of the then-recent Gentry 

decision. Four years later, after discovery and a ruling 

上記のとおり Iskanian事件において、当時最新であった

Gentry判決を踏まえ、控訴裁により最初の仲裁強制命令が

再審理のため下級審に差し戻された後、使用者は仲裁強制

命令申立を取り下げた。その４年後、ディスカバリーと被用

者のクラス認定申立に関する決定を経た後、連邦最高裁が
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on the employee’s motion for class certification, the 

employer renewed the motion to compel arbitration 

shortly after the U.S. Supreme Court decided 

Concepcion. The employee opposed the motion on the 

ground, among others, that the employer had waived its 

right to arbitrate by litigating the matter in court. 

Concepcion事件の判決を下すと程なく使用者はあらため

て仲裁強制命令申立を行った。被用者はとりわけ使用者が

裁判所で訴訟を行い仲裁権を放棄していることを理由とし

て、この申立に対して異議申立を行った。 

The California Supreme Court rejected the waiver 

argument. For the first time, the Court explicitly 

recognized futility as a reasonable justification for delay 

in bringing a motion to compel arbitration, and it agreed 

with the employer that bringing such a motion would 

have been futile while Gentry remained good law. Thus, 

having acted promptly once the U.S. Supreme Court’s 

decision in Concepcion cast doubt on the continued 

validity of Gentry, the employer had not unreasonably 

delayed its motion nor otherwise waived its right to 

arbitrate. 

カリフォルニア州最高裁は、［仲裁権の］放棄に関する議論

を退けた。同裁判所は初めて、仲裁強制命令申立の無効性

をこれが遅延した合理的な理由として明白に認め、Gentry

判決が依然として有効とされている間は、［もし仲裁強制命

令申立を行っていたとしても］当該申立は効力を生じなかっ

たであろうという使用者の主張を認めたのである。このよう

に使用者は、連邦最高裁の Concepcion判決が Gentry判

決の有効性に疑問を投げ掛けた後直ちに措置を講じたた

め、その申立を不合理に遅延させることもなく仲裁権も放棄

していなかったとされた。 

In light of this ruling, employers presently in court who 

have deferred a motion to compel arbitration pending 

the outcome of Iskanian may want to assess bringing 

such a motion now. 

この決定を踏まえれば、Iskanian事件の判決が下されるま

で仲裁強制命令申立を保留してきた現訴訟当事者たる使用

者にとって当該申立を行ってもよい時期にきたといえる。 

V. EMPLOYEES APPARENTLY MAY NOT AGREE TO 

WAIVE REPRESENTATIVE ACTIONS UNDER THE 

CALIFORNIA PRIVATE ATTORNEYS GENERAL ACT 

V. カリフォルニア州民間法務長官法に基づき被用者が代表

訴訟放棄に同意しない可能性があると思われる 

Offsetting the good news for employers, the Court also 

held that an arbitration clause in which an employee 

agrees to waive the right to bring “representative” 

actions under PAGA is contrary to public policy and 

unenforceable as a matter of state law. Under PAGA, an 

“aggrieved employee” may bring a representative action 

on his or her own behalf and on behalf of other 

“aggrieved employees” to recover civil penalties for 

violation of the California Labor Code. The Court viewed 

an employee’s right to bring a representative action 

under PAGA as unwaivable under California law, with 

the result that any agreement that compels such waiver 

is contrary to public policy and unenforceable. 

使用者にとっての朗報を帳消しにするかのようにカリフォル

ニア州最高裁は、被用者が PAGA上の｢代表｣訴訟提起権

の放棄に同意するという内容の仲裁条項は公共政策と矛盾

し、州法上法的拘束力がないとも判示した。PAGAに基づ

き、｢被害者たる被用者｣が、自身及び他の｢被害者たる被用

者｣のためにカリフォルニア州労働法違反を理由とする民事

罰金を求めて代表訴訟を提起する可能性がある。カリフォル

ニア州最高裁は PAGAに基づく被用者の代表訴訟提起権

の放棄はカリフォルニア州法上不可能であり、かかる放棄を

強制するいかなる合意も公共政策に矛盾し、法的拘束力が

ないとしている。 

California’s public policy here is not preempted by the 

FAA, according to the Court, because “the rule against 

PAGA waivers does not frustrate the FAA’s objectives[;] 

. . . the FAA aims to ensure an efficient forum for the 

resolution of private disputes, whereas a PAGA action is 

a dispute between an employer and the state Labor and 

Workforce Development Agency.” (Slip Op. 36.) Thus, “a 

PAGA claim lies outside the FAA’s coverage because it 

カリフォルニア州最高裁によれば、この点｢PAGAに基づく

代表訴訟提起権の放棄を禁じる規定は FAAの目的を妨げ

るものではなく．．．PAGAに基づく訴訟は使用者とカリフォ

ルニア州労働・労働力開発機関（Labor and Workforce 

Development Agency）との間の紛争である一方で、FAA

は民間の紛争を効果的に解決できる仲裁裁判所を確保する

ことを目的としている｣ことから、FAAにより本件に関するカ

リフォルニア州の公共政策が無効とされることはない（判例



 

 

6 

Client Alert 

is not a dispute between an employer and an employee 

arising out of their contractual relationship.” (Slip Op. 

40.) 

速報第 36頁）。このように｢PAGAに基づく請求は使用者と

被用者との契約関係に起因して生じる両者間の紛争ではな

いため FAAの対象範囲ではない。｣とする（判例速報第 40

頁）。 

Judge Chin’s concurrence points out that the majority’s 

view ignores the reality that a PAGA action arises, first 

and fundamentally, out of the plaintiff-employee’s 

relationship with his or her employer and thus is not, as 

the majority found, for that reason outside the scope of 

the FAA. Nonetheless, Judge Chin concurred in the 

judgment, because he, too, opined that all PAGA claims 

are “representative” in the sense that an “aggrieved 

employee,” whether seeking penalties on his or her own 

behalf individually or on behalf of others, is representing 

the state. Thus, a waiver of “representative” actions 

would leave an “aggrieved employee” without any forum 

to bring a PAGA claim, contrary to prior U.S. Supreme 

Court precedent precluding waivers of statutory rights. 

Chin裁判官はその賛成意見において、多数派の見解は、

PAGAに基づく訴訟は第一にまた基本的には原告たる被用

者とその使用者との関係に起因して生じるのであって、多数

派が指摘するように FAAの対象範囲外の事由に起因する

ものではないという事実が無視されていることを指摘してい

る。とはいえ、Chin裁判官は自らも、｢被害者たる被用者｣

は、自身のために民事罰金を求めているか他人のためにそ

れを求めているかにかかわらず、州を代表しているという意

味では、PAGAに基づく請求はすべて｢代表｣であると考えら

れるとして、その判決において同意を表明している。したがっ

て、｢被害者たる被用者｣は、｢代表｣訴訟を放棄すれば

PAGAに基づく請求を提起する裁判所を失う結果となり、制

定法上の権利の放棄を禁じた連邦最高裁の判例と矛盾す

る。 

It is too soon to know whether Iskanian will reach the 

U.S. Supreme Court and, if so, whether the majority’s 

reasoning or Judge Chin’s narrower ground will survive. 

For the moment, however, employers should be aware 

that “representative” action waivers as applied to PAGA 

claims appear to be unenforceable under the state law 

announced on Monday. Until courts provide further 

clarification, one approach to consider is to limit the 

PAGA waiver to claims on behalf of other employees, 

but permit the PAGA claim of the employee on his or her 

behalf to be arbitrated. That might not satisfy the 

majority’s view in Iskanian but could satisfy the Chin 

rationale and thus provide a possible basis for 

enforceability of the waiver in a federal court, which 

would not be bound by the majority’s view of the scope 

of the FAA. 

Iskanian判決が連邦最高裁の判断に影響を与えるか否

か、また、影響が及ぶとすれば多数派の論拠や Chin裁判

官のより限定的な論拠は引き続き有効であるのか否かを判

別するのは時期尚早である。しかしながら現段階では、使用

者は PAGAに基づく請求に適用される｢代表｣訴訟の放棄

は、月曜日（6月 23日）に発表されたとおりカリフォルニア州

法に基づき強制力がないと思われる点に注意すべきであ

る。裁判所からより明確な見解が出されるまでは、PAGAに

基づく他の被用者のための請求に関する［代表訴訟提起権

の］放棄を制限する一方で、被用者が自身のために行う

PAGAに基づく請求の仲裁は認めるというのが検討すべき

ひとつの方法である。この方法では、Iskanian判決における

多数派の見解を満たさない可能性はあるが、Chin裁判官

の論拠については説明できることから、連邦裁判所において

放棄条項の法的拘束力を認める根拠となり得るだろう（な

お、これは FAAの適用範囲に関する多数派の見解に拘束

されるものではない。）。 

VI. WHAT’S AN EMPLOYER TO DO? VI. 使用者は何をすべきか 

Much uncertainty surrounds the Court’s opinion. For 

example, as noted above, the scope of the possible 

Sonic II carve-out from enforcing class action waivers as 

written is unclear, as is the extent to which (in California 

at least) remnants of D.R. Horton may survive. 

Compounding this is the concluding section of the 

Court’s opinion, cryptically remanding the matter to the 

trial court to determine if and how the PAGA claims 

should proceed. The Court suggests that the PAGA 

カリフォルニア州最高裁の意見については不確実な点が

多々ある。例えば、（少なくともカリフォルニア州において）

D.R. Hortonにおける決定の影響がどの程度残っているか

と同様に、上記のとおり Sonic II基準による強制力のあるク

ラスアクション放棄条項の除外規定についてどのような判断

が下されるかは不明である。この点は同裁判所の意見の結

論部分が PAGAに基づく請求に対応すべきか、また、どの

ように対応すべきかの判断をすべく曖昧な点を残しながら第

一審裁判所に審理を差し戻したことにより、更に予想が難し
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claims may be severed from the individual damages 

claims and that the arbitration may be stayed pending 

resolution of the trial court proceedings on PAGA. While 

it seems highly unlikely that the U.S. Supreme Court 

would find such bifurcation and delay consistent with the 

FAA, whether it will ultimately review (and if so reverse) 

the decision is of course unknown. 

くなっている。カリフォルニア州最高裁は、PAGAに基づく請

求は個別の損害賠償請求とは切り離される可能性があるこ

と、及び PAGAに基づく第一審裁判所の判決が下されるま

で仲裁手続が停止される可能性があることを示唆している。

連邦最高裁がこのような切離しと延期を FAAに適うものと

する可能性は極めて低いと思われるが、連邦最高裁が最終

的に判決を再審理するか否か（そしてもし再審理するのであ

れば判決を覆すのか否か）は当然のことながら不明である。 

In the meantime, employers should review their 

arbitration agreements with counsel to see whether 

revision may be in order. For the time being at least, the 

unconscionability doctrine in California continues in 

force, and so employers should avoid agreements that 

are overly one-sided, that preclude remedies available in 

court, that overly limit discovery, or that impose costs an 

employee would not face in court. Iskanian does 

resolve, however, the enforceability of class action 

waivers, which employers should consider. 

それまで使用者は仲裁合意について弁護士の助言を受け

ながら修正が必要か否か検討すべきである。少なくとも当分

の間はカリフォルニア州では不合理な法理が有効であること

から、使用者は過度に不公平な内容や裁判所で利用可能な

救済を妨げる内容、ディスカバリーを過度に制限する内容、

又は訴訟であれば負担を強いられないような費用を被用者

に課すような内容の合意書を避けるべきである。しかしなが

ら、Iskanian事件の判決が下されてもクラスアクション放棄

条項の法的拘束力の問題は解決されるわけではなく、この

点を使用者は考慮すべきである。 

In regard to representative actions, employers may want 

to proceed cautiously. For example, employers may 

wish to make clear in the arbitration clause that they are 

not agreeing to arbitrate PAGA actions on behalf of 

anyone other than the individual signatory employee 

(and that the arbitrator has no authority to consider 

same), rather than precluding “representative” actions 

altogether. While this could result in bifurcation of the 

action as suggested in the Iskanian remand instructions, 

that may be preferable to having a class-like PAGA 

representation action before an arbitrator in its entirety, 

with the concomitant lack of judicial review. It might also 

provide grounds for staying the court proceeding rather 

than the arbitration. In addition, it may be prudent to 

consider including an explicit provision that any 

arbitration is not to be stayed pending court resolution of 

any PAGA claims not subject to arbitration. 

なお、代表訴訟については使用者は慎重を期すべきであ

る。例えば、使用者は仲裁条項において、｢代表｣訴訟を完

全に排除するよりもむしろ、合意書署名者である被用者個

人以外の者のために行われる PAGAの請求を仲裁に付す

ことに同意していない旨（及び仲裁人はこれを検討する権限

を有しない旨）明確にすべきである。このことにより、

Iskanian事件の審理差戻しにおいて示されたように訴訟の

切離しが生じる可能性はあるものの、仲裁人の面前でクラス

アクション同様の PAGAに基づく代表訴訟を行い、これに付

随して司法審査が欠如するよりも全体的な観点から望まし

い場合がある。また、これが仲裁よりもむしろ公判の延期理

由となる可能性もある。さらに仲裁の影響を受けない PAGA

に基づく請求が審理中であっても、一切の仲裁手続は停止

しないものとすると明示する条項の規定を置くことなどを検

討するのが賢明であろう。 

The specifics of any revisions will likely vary depending 

on circumstances, so, as always, California employers 

should consult counsel for guidance through the twists 

of the Iskanian decision. 

具体的にどのように修正をすべきかは状況次第で変わる可

能性があるため、カリフォルニア州の使用者は従来どおり、

Iskanian判決のゆくえに従って弁護士に助言を求めるべき

である。 
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