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U.S. Supreme Court Ruling Upholds 

Arbitration Over Class Action Litigation 

米国最高裁の判決、クラスアクション放棄条項を

めぐる訴訟で仲裁手続を保護 

By Louise C. Stoupe and Chihiro Tomioka 執筆者：ルイーズ C. ストゥープ、トミオカ チヒロ 

Supreme Court Upholds Class Arbitration Waivers 米国最高裁がクラスアクション放棄条項を支持 

With its ruling on December 14, 2015, the Supreme 

Court continues to protect arbitration as a means of 

dispute resolution by cracking down on attempts to 

circumvent the Federal Arbitration Act (“FAA”).  In 

DIRECTV v. Imburgia, the Supreme Court overturned 

the California Court of Appeal and held that California’s 

law against class arbitration waivers does not invalidate 

arbitration clauses in agreements even if the governing 

law of the agreement references the California law.  The 

decision flows from the 2011 Supreme Court ruling in 

AT&T Mobility LLC v. Concepcion that the FAA 

preempts California’s protective laws against class 

arbitration waivers.  563 U.S. 333 (2011).   

米国最高裁判所は、2015年 12月 14日の判決をもって、

連邦仲裁法（「FAA」）を回避しようとする試みに対して断固

たる措置をとり、紛争解決方法としての仲裁手続を保護して

います。DIRECTV v. Imburgia事件において、米国最高裁

は、カリフォルニア州控訴裁判所の判決を覆し、契約が、準

拠法として、カリフォルニア州法に言及している場合であって

も、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

法によって、その契約の仲裁条項が無効となるものではな

い、と判示しました。この判決は、クラス仲裁の放棄条項か

ら消費者を保護するカリフォルニア州法は、FAAによって専

占されるとした、2011年 AT&T Mobility LLC v. 

Concepcion事件の、米国最高裁判決の流れを汲むもので

す（563 U.S. 333 (2011)）。 

The decision sends the important message that the 

Supreme Court will not allow states to limit the scope of 

the FAA and will generally uphold the terms of an 

arbitration agreement, even if the arbitration agreement 

is between a large corporation and customer. 

この判決は、米国最高裁は、州が FAAの適用範囲を制限

することを認めず、たとえ大企業と顧客との間で締結された

仲裁契約であっても、最高裁は、原則として、当該仲裁契約

の条件を支持する、という重要なメッセージを伝えています。 

Background of the Case 事件の経緯 

Amy Imburgia filed a class action lawsuit in 2008 against 

DIRECTV in Los Angeles County Superior Court after 

the company charged her a series of termination fees.  

The DIRECTV Customer Agreement stated that it was 

governed by the FAA and included two clauses: 1) any 

legal claim would be resolved “only by binding 

arbitration” and 2) a class arbitration waiver.  The class 

arbitration waiver notably included a non-severability 

clause, which stated that the entire section of the 

agreement discussing arbitration would be invalidated if 

2008年、DIRECTVから解約料の請求を受けた Amy 

Imburgiaは、カリフォルニア州ロサンゼルス郡の第一審裁

判所に、同社を相手にクラスアクション訴訟を提起しました。

DIRECTVの顧客契約には、同契約は FAAに準拠する旨

の定め、並びに 1) いかなる法律上の請求も「拘束力を有す

る仲裁によってのみ」解決すること、及び 2) クラス仲裁は放

棄すること、という 2つの条項が含まれていました。クラスア

クション放棄条項には特に、不可分条項、すなわち、「居住

州の法律」に基づきクラスアクション放棄条項が強制不能で

あるならば、仲裁条項全体が無効となるという規定がありま
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the class arbitration waiver was unenforceable in the 

“law of your state.”  This meant that, as a practical 

matter, DIRECTV intended to arbitrate only if the 

customers agreed not to join together to form a class 

arbitration. 

した。これは実質的には、DIRECTVは、顧客がクラス仲裁

に参加しないことを承諾した場合に限り、仲裁を行う意向が

あることを意味していました。 

The “law of [Ms. Imburgia’s] state” was California.  At the 

time of the original lawsuit, California had a rule banning 

class arbitration waivers based on the California 

Supreme Court ruling in Discover Bank v. Superior 

Court.  36 Cal. 4th 148 (Cal. 2005).  Plaintiffs therefore 

argued that the entire arbitration clause was invalidated 

under the law of Ms. Imburgia’s state. On April 20, 2011, 

the Superior Court agreed and granted Plaintiffs’ motion 

for class certification. 

「［Imburgia氏の］居住州の法律」はカリフォルニア州法でし

た。DIRECTV v. Imburgiaの原審の時点では、カリフォルニ

ア州には、Discover Bank v. Superior Court事件（36 Cal. 

4th 148 (Cal. 2005)）のカリフォルニア州最高裁判所判決に

基づき、クラスアクション放棄条項を禁じるルールがありまし

た。このため原告らは、Imburgia氏の居住州の法律の下で

は、仲裁条項全体が無効となると主張しました。2011年 4

月 20日、第一審裁判所はこれを支持し、原告らのクラス認

定申立てを認めました。 

Supreme Court Held in Concepcion that the FAA 

Preempts State Laws Invalidating Class Arbitration 

Waivers 

米国最高裁、Concepcion事件で、クラスアクション放棄条項

を無効とする州法は、FAAによって専占されると判示 

On April 27, 2011, a few days after class certification 

was granted, the Supreme Court overturned Discover 

Bank and held that the FAA preempts California’s rule 

invalidating class arbitration waivers.  AT&T Mobility 

LLC v. Concepcion, 563 U.S. 333 (2011).  DIRECTV 

quickly moved to compel arbitration.  The California 

court, however, ruled in favor of the plaintiffs, and 

denied DIRECTV’s motion to arbitrate the case, despite 

the recent U.S. Supreme Court decision in Concepcion.  

The California Court of Appeal affirmed, ruling that 

parties to a contract could freely choose California law 

as the governing law and that the Supreme Court’s 

decision in Concepcion did not affect that choice. 

クラス認定から数日経った 2011年 4月 27日、米国最高裁

は、Discover Bank事件の判決を覆し、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ルールは、FAAによ

って専占されると判示しました（AT&T Mobility LLC v. 

Concepcion事件（563 U.S. 333 (2011)）。DIRECTVは、

即座に仲裁の強行を申し立てました。しかしながらカリフォ

ルニア州の裁判所は、原告の主張を支持し、下されたばか

りの Concepcion事件での米国最高裁の判断にもかかわら

ず、DIRECTVの仲裁申立を棄却しました。カリフォルニア州

の控訴裁判所は、契約当事者は準拠法として自由にカリフ

ォルニア州法を選択し得るのであって、その選択は、

Concepcion事件における米国最高裁判所の判決の影響を

受けるものではないとして、原判決を支持しました。 

Supreme Court Rules that “Law of Your State” is Not 

Ambiguous 

米国最高裁、「居住州の法律」に関する条項は曖昧ではな

いと判示 

In denying DIRECTV’s motion to compel arbitration 

based on the Supreme Court ruling in Concepcion, the 

Court of Appeal had reasoned that “law of your state” 

was an ambiguous provision that should be construed 

against the drafter.  This allowed the court to interpret 

the agreement under California law with the ban against 

class arbitration waivers unhindered by Concepcion. 

カリフォルニア州の控訴裁判所は、Concepcion事件の米

国最高裁判決を根拠とする DIRECTVによる仲裁強行申立

を棄却するにあたり、「居住州の法律」は曖昧な規定であり、

起草者側の利益とは反対に解釈すべきである、と説明しまし

た。これにより裁判所は、Concepcion事件判決に妨げられ

ることなく、クラスアクション放棄条項を禁止するカリフォルニ

ア州法に基づき、契約を解釈することができました。 

The U.S. Supreme Court disagreed and ruled that the 

“law of your state” is “not ambiguous and takes its 

ordinary meaning: valid state law.”  Valid state law 

following Concepcion would mean permitting class 

arbitration waivers.  According to the Supreme Court, 

although parties to a contract have the freedom to 

米国最高裁判所はこれに異議を唱え、「居住州の法律」は

「曖昧ではなく、有効な州法という通常の意味に解釈される」

と判示しました。Concepcion事件に従えば、有効な州法

は、クラスアクション放棄条項を認めることを意味します。米

国最高裁は、契約当事者は、準拠法を自由に選択すること

ができるが、DIRECTVの契約には、2011年に米国最高裁
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choose a governing law, there was nothing in the 

DIRECTV agreement that suggested that it should be 

governed by an old law that had been ruled invalid by 

the U.S. Supreme Court in 2011. 

によって無効とされた旧法に準拠すべき、と示唆するような

条項は何もないと述べました。 

Justice Ginsburg, in a dissent joined by Justice 

Sotomayor, argued that Concepcion did not invalidate 

Discover Bank protections.  She interpreted “law of your 

state” to mean California law free of the FAA.  She also 

observed that the increase in pro-arbitration rulings 

“have predictably resulted in the deprivation of 

consumers’ rights to seek redress for losses, and, 

turning the coin, they have insulated powerful economic 

interests from liability for violations of consumer 

protection laws.” 

Ginsburg判事は、Sotomayor判事と共同で提出した反対

意見の中で、Discover Bank事件でのクラスアクション保護

ルールが、Concepcion事件によって無効となるわけではな

いと論じました。Ginsburg判事は、「居住州の法律」とは、

FAAの影響を受けないカリフォルニア州法を意味すると解

釈しました。同判事は、仲裁支持の判決の増加により、「予

想通り、損失補償を求める消費者の権利が剥奪されてお

り、裏を返せば、強力な経済的利益を、消費者保護法違反

の責任から保護することになった」とも述べています。 

Conclusion おわりに 

The recent ruling falls within the Supreme Court’s trend 

of striking down restrictions on the use of arbitration.  

See also Am. Express Co. v. Italian Colors Rest., 133 S. 

Ct. 2304 (2013) (holding that a class arbitration waiver 

cannot be invalidated when the cost of individual 

arbitration exceeds the potential recovery).  It remains to 

be seen whether the trend will continue when the 

Supreme Court examines whether the FAA preempts 

California’s arbitration-only severability rule, which 

allows courts to nullify an arbitration clause in lieu of 

severing its unconscionable provisions.  Zaborowski v. 

MHN Gov't Servs., Inc., 601 F. Appx. 461 (9th Cir. 

2014), cert. granted, 136 S. Ct. 27 (2015). 

今回の判決は、仲裁の利用に対する制限を無効とする米国

最高裁判所の流れに沿っています（Am. Express Co. v. 

Italian Colors Rest., 133 S. Ct. 2304 (2013)事件（個別仲

裁の費用が、提示される可能性のある損害賠償額を上回る

場合でも、クラスアクション放棄条項を無効とすることはでき

ないと判示）も参照）。今後、米国最高裁判所が、カリフォル

ニア州の仲裁条項のみに適用される可分性（arbitration-

only severability）のルール（裁判所は、仲裁条項の非良心

的な規定を切るのではなく、仲裁条項全体を無効にできる）

は、FAAによって専占されるか否かを、審理する際に、この

（仲裁の利用に対する制限を無効とする）傾向が続くのかど

うかは、まだ分かりません（Zaborowski v. MHN Gov't 

Servs., Inc., 601 F. Appx. 461 (9th Cir. 2014), cert. 

granted, 136 S. Ct. 27 (2015) 事件）。 
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results for our clients, while preserving the differences 

that make us stronger. This is MoFo. Visit us at 

www.mofo.com. 

務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮していま

す。詳しくは、当事務所のウェブサイト（www.mofo.com）を

ご覧ください。 

Because of the generality of this update, the information 

provided herein may not be applicable in all situations 

and should not be acted upon without specific legal 

advice based on particular situations. Prior results do 

not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具

体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過去

の結果が今後も同様に当てはまることが保証されているも

のではありません。 
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