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証券詐欺訴訟のクラスアクションの要件に関する最近の裁判例
False Claims Act の 近 年 の 動 向

１．証券詐欺訴訟のクラスアクションの
要件に関する最近の裁判例

び他の手段よりもクラスアクションの手法を採用
することが優れているという優位性（superiority）
の要件を満たす必要があります。
今回紹介するアムジェン事件（Amgen, Inc. v.

はじめに
米国の証券詐欺訴訟においては、クラスアクシ

Connecticut Retirement Plans and Trust Funds No.11-

ョン制度が利用されるのが一般的です。クラスア

1085 （U.S. Feb. 27, 2013））で、連邦最高裁は、

クションとして訴訟を進めるためには、本案審理

証券詐欺訴訟におけるクラス承認の段階では、原

に入る前に裁判所からクラスアクションとしての

告らが信頼した不正な声明が重要であることにつ

承認（クラス承認。class certification）を受ける必

いての立証は不要であると判断し、その立証なし

要があります。クラス承認を受けるためには、連

にクラス承認をしました。他方で、近時、同様に

邦民事訴訟規則 23 条（以下「民訴規則 23 条」）

証 券 詐 欺 訴 訟 で あ る ハ リ バ ー ト ン II 事 件

1

(a)項に定められた 4 要件 を満たし、かつ、(b)項

（Halliburton Co. v. Erica P. John Fund, Inc., No. 13-

の(1)から(3)に定められる 3 種類のクラスアクショ

317 （U.S. June 23, 2014））においては、連邦最高

ンのいずれかに該当しなければなりません。証券

裁は、クラス承認の段階で、被告に対し、不正な

詐欺訴訟で適用されるのは(b)項の(3)であり（なお、

声明が株価に影響を与えていない旨の立証を行う

2

3

（1） 及び（2） は限られた場合にしか適用があ

ことを認めるとの判断を下しました。今回の記事

りません。）、クラス構成員に共通の法律問題又

では、アムジェン事件の事案及び判旨の概要と、

は事実問題が個々のクラス構成員に関わる問題よ

アムジェン事件とハリバートン II 事件判決との関

りも支配的であるという支配性（predominance）及

係について簡単にご紹介します。

1

全ての構成員を併合することが現実的ではないという

構成員の多数性（numerosity）、クラスに共通の法律問題

アムジェン事件の事案及び判旨の概要

または事実問題があるという共通性（commonality）、ク

アムジェン社の株主である原告らは、同社が、

ラス代表者の請求ないし防御がクラス全体の中で典型的

誤った又は誤解を招くような不正な声明を公開し

であるという典型性（typicality）、クラス代表者および
弁護士がクラス全体の利益を公正かつ適切に保護するこ

たため、同社の株価が不正に高騰したと主張して、

とができるという適切性（adequacy）の４要件である。

証券取引所法（Securities Exchange Act）10 条(b)，

2

15 U.S.C. §§78j(b)、及びＳＥＣ規則 10b-5 4に基づ

個別的な訴訟による判決では相手方当事者が矛盾する

行為を求められてしまう恐れがある場合（A）又は個別
的な訴訟では非当事者の利益を処分することになってし

4

まったり、非当事者の利益を保護する能力を実質的に損

は、原告は、①被告による重要な不正な声明又は不作為

なってしまうような場合（B）に認められる。

②故意③不正な声明又は不作為と株式の売買の因果関係

3

クラス全体に一般的に当てはまる根拠で相手方当事者

が作為・不作為をしているので、クラス全体にかかる差
止又は宣言判決が適当となる場合に認められる。
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これらの法及び規則の元で証券詐欺訴訟を提起するに

④不正な声明又は不作為への信頼⑤経済的損失⑥損害の
原因を立証する必要がある（アムジェン事件判決
Opinion of the Court 3 頁）。

いて証券詐欺訴訟のクラスアクションを提起し、

この判決により、証券詐欺訴訟の被告としては、

民訴規則 23 条(b)(3)に基づく同社の株主のクラス

クラス承認の段階では有効な反撃方法がないと結

代表者としてクラス承認を求めました。証券取引

論付けられたかに思われました。

所法 10 条(b)、15 U.S.C. §§78j(b)、及びＳＥＣ規
則 10b-5 に基づいて証券詐欺訴訟を提起する場合

ハリバートン II 事件判決との関係

には、原則として、原告は、原告が不正な声明を

ところが、2014 年 6 月 23 日、アムジェン事件同

信頼したことを立証しなければなりません。もっ

様の証券詐欺訴訟であるハリバートン II 事件判決

5

とも、この点につき、Basic Inc. v. Levinson判決 は

において、連邦最高裁は、クラス承認の段階で被

fraud-on-the-market理論（以下「FOM理論」）を承

告に防御方法を与える判決を下しました。この事

認し、不正な声明があった場合、その影響は株価

件において、ハリバートン社は、FOM 理論の廃止

に反映されているはずであるとして、原告が「効

を主張しました。連邦最高裁は、同理論の廃止に

率的市場（Efficient Market）」において株式を取引

ついては認めませんでしたが、クラス承認の段階

した場合は、原告の声明に対する信頼を推定する

で、被告の不正な声明が株価に影響を与えていな

という判決を出していました。クラス承認との関

い旨の立証を行うことを認めるとの判断を下しま

係において、仮に各原告の信頼を個別に立証しな

した。

ければならないとすると、多くの場合支配性の要

しかし、ハリバートン II 判決は、アムジェン事

件を満たさず、民訴規則 23 条(b)(3)の下でのクラ

件判決を覆すものでも、これと矛盾するものでも

ス承認が受けられないことになりますので、クラ

なく、両判決は両立する独立した関係にあります。

スとして承認されるためには、FOM理論の適用が

アムジェン事件判決は、不正な声明の重要性につ

ほぼ不可欠となります。

いての立証を問題とするものであり、ハリバート

これに対し、アムジェン社は、重要でない声明
は市場に影響を与えないから、FOM 理論を適用す

ン II 事件判決は、被告の不正な声明の株価に対す
る影響の立証を問題にするものだからです。

るには、原告は、クラス承認の段階において、当

この２つの判例を含め、クラス承認の要件につ

該声明の不実表示が重要（material）であることを

いては、近時重要な判断が複数出されていますの

立証しなければならないと主張しました。連邦地

で、今後も、クラスアクションの承認の傾向がど

方裁判所は、このアムジェン社の主張を退け、声

のように変化するか、注意深く見ていく必要があ

明の重要性の立証を要することなくクラス承認を

ります。

しました。また、連邦巡回裁判所における控訴審
（Ninth Circuit）においても、声明の重要性は、証

２．False Claims Act の近年の動向

券詐欺訴訟における本案審理事項であるとして、
全員一致で連邦地方裁判所の判決が維持されまし

False Claims Act （ 虚 偽 請 求 取 締 法 、 以 下

た。これを受けて 2013 年 2 月 23 日に出された連

「FCA」）は、虚偽請求等により不正に連邦政府

邦最高裁判決は、声明の重要性はクラス共通の証

から金員の支払を受けた者に、連邦政府が被った

拠で立証することができること、仮に原告が声明

損害の 3 倍額の賠償責任及び民事罰を課されるこ

の重要性を立証できない場合でも、個々のクラス

とを規定しており、司法長官は、FCA 違反の行為

構成員に関わる問題が支配的となることはないと

が確認された場合には、民事訴訟により違反者に

の理由から、この結論を維持し、クラス承認をし

対する民事責任を追及することができるとされて

ました。

います。更に、FCA は、不正を知った私人が原告
となって、連邦政府のために、不正を行った者を

5

Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1998) (U.S. March 7,

1988)

被告として訴訟提起することができると定めてお
り、原告勝訴の場合、被告により支払われた連邦
政府に対する和解金又は賠償額等の 3 割を上限額
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とする報償金を米国司法省から受けることができ

限られるとする立場に解釈が分かれることになり

るとしています（Qui Tam Action）。

ました。

2009 年、FCA による責任が生ずる要件の明確化

そのため、FCA請求の範囲について、第二次

を図ることを目的として、FCA の一部を改正する

Allison Engine社事件（以下「第二次AE 事件」）の

Fraud Enforcement Recovery Act（不正制裁回復法、

連邦最高裁判所の判断が待たれていましたが、

以下「FERA」）が制定されました。FERA は一定

2013 年、連邦最高裁判所は裁量上訴の申立てを却

の範囲で遡及的に FCA に基づく請求に適用される

下したため

こととなりましたが、その範囲をめぐり解釈が分

FERAによる遡及効の対象となるのかについての連

かれており、不透明な状況となっています。

邦最高裁判所の判断は結局示されることはなく、

8

、いかなる請求がFCA請求として

巡回区控訴裁判所の判断が分かれたままの状況と
なっています。

経緯
2008 年、連邦最高裁判所は、Allison Engine 社事
件（以下「第一次AE事件」） 6 の判決にて、全員

巡回区控訴裁判所の判断

一致で、FCAに基づく責任が認められるには、支

FERAの遡及効が及ぶFCA請求の範囲にかかる解

払を受けた者が、連邦政府が支払を承認する上で

釈につき、各巡回区控訴裁判所の立場は以下のよ

「重要な事項」について「意図的に」虚偽の申出

うに分かれています。まず、FCA請求の範囲を広

を行うことが必要であるとの見解を示しました。

く解する立場の巡回区控訴裁判所は 9、FCA請求と

FERAの制定趣旨について、上院報告書は、第一

は裁判所又は他の司法的機関に対する法的手続を

次AE事件における連邦最高裁判所の上記見解には

意味すると解釈し、したがって、2008 年 6 月 7 日

「重要な事項」及び「意図的」という要件を付加

以降に係属する裁判手続等での請求については、

する等の法解釈の誤りがあるため、これを是正す

FERAが適用され、重要事項の不実告知に関して連

7

るための制定であると説明しています 。第一次

邦政府を欺く意図は不要であるとの判断を示して

AE事件で示された要件が不要であることを明確化

います。他方、FCA請求の範囲を狭く解する立場

したFERAは 2009 年に制定され、同法第 4 条(f)(1)

の巡回区控訴裁判所には

に、FERAが 2008 年 6 月 7 日（第一次AE事件の判

立てられたかは関係がなく、FCA請求とは連邦政

決にて連邦最高裁判所が上記見解を示す 2 日前）

府に対する支払要求のことであり、したがって、

に制定されたものとみなして同日付けで遡及的に

2008 年 6 月 7 日以降に連邦政府が支払を保留して

効力を生じるものとして、“all claims under the

いる支払要求についてのみ、FERAが適用され、重

FCA…that are pending on or after that date”に適用さ

要事項の不実告知に関して連邦政府を欺く意図は

れる、との規定が置かれました。

不要であるとするものもあります。

10

、裁判手続等がいつ申

上記以外に、たとえば第 5 巡回区控訴裁判所は、

しかしながら、遡及的に効力が及ぶとされ
る”all claims under the FCA…that are pending on or

FCA請求と認められるには、2008 年 6 月 7 日時点

after that date”（以下「FCA 請求」）の範囲が規定

で訴訟が係属していればよく、支払要求がいつな

上明確ではないため、巡回区控訴裁判所において、
主に、2008 年 6 月 7 日（以下「基準日」）までに
訴訟提起がされて裁判が係属する請求にも及ぶと
する立場と、基準日までに連邦政府に対する具体
的な請求がされて支払が保留となっているものに
6

Allison Engine Co. v. United States ex rel. Standers 553 U.S.

662, 665 (2008)
7

S. Rep. No. 10, 111th Cong., 1st Sess. 10 (2009)

8

Allison Engine Co. v. United States ex rel. Standers, Dkt. No.

12-1057 (June 24, 2013)
9

FCA 請求の範囲を広く解する裁判例：United States ex rel.

Yannacopoulos v. Gen. Dynamics, 652 F.2d 818, 822 n.2 (7th
Cir. 2011); United States ex rel. Kirk v. Schindler Elevator
Corp., 601 F.3d 94, 113 (2nd Cir. 2010), rev’d on other
grounds, 131 S. Ct. 1885 (2011)
10

FCA 請求の範囲を狭く解する裁判例： United States ex

rel. Cafasso v. Gen. Dynamics C4 Sys., Inc., 637 F.3d 1047,
1051 n.1 (9th Cir. 2011); Hopper v. Solvay Pharm., Inc., 588
F.3d 1318, 1327 n.3 (11th Cir. 2009)
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されたかは問わない、と判示した
対の判断を示したため

12

11

2 年後に、反

、同巡回区控訴裁判所管

力が及ぶと主張して、裁量上訴の申立てを行って
いました。

内の地方裁判所がいずれの立場に従うのかは明ら
かでない状況になっています 13。

連邦最高裁判所の判断の影響

また、第 1、第 3、第 4、第 8、及び第 10 巡回区

いかなる請求がFCA請求であるかを連邦最高裁

控訴裁判所、並びにD.C. 巡回区及び連邦巡回区控

判所は明確にしませんでしたが、この問題は、

訴裁判所は、事案の解決に解釈の相違は重要な問

FCAに関する何十億ドルもの潜在的な賠償責任に

題ではないなどとして、FCA請求の意味を未だ明

関係します

14

らかにしていません 。

17

。基準日である 2008 年 6 月 7 日時点

で係属中であったFCAに関する訴訟件数を正確に

地方裁判所レベルでは、第 1 及び第 3 巡回区管

把握することは、その多くの訴訟が公開されてい

内の地方裁判所は、FCA請求とは連邦政府への支

ないため不可能ですが、米国全体で 1000 件以上の

払要求を意味するものと解釈し、一方、第 8 及び

FCAに関する訴訟が係属していたとの推定が専門

第 10 巡回区管内の地方裁判所は、FCA請求とは裁

家によりなされています。

判手続がとられている請求であると解釈していま
15

巡回区控訴裁判所の判断が分かれている限り、
FCA に基づく請求の被告は、どの巡回区控訴裁判

す 。

所で訴えられるのか、いつ被告が連邦政府に対し
裁量上訴の申立ての却下

て支払要求したのか、いつ訴訟が提起されたのか

上記のとおり、2013 年 6 月 24 日、連邦最高裁判

によって、責任発生の基準が異なりうることにな

所は、第二次AE 事件において、いかなる請求が

ります。FCA 請求の範囲を広く解する巡回区控訴

FCA請求であるのかを明確にするべくなされた

裁判所、すなわち、第 2、第 6 及び第 7 巡回区控訴

Allison Engine社の裁量上訴の申立てを却下しまし

裁判所においては、基準日以降に訴訟が係属して

た。この上訴申立ては、第 6 巡回区控訴裁判所の

いれば、FERA による緩やかな基準が適用されま

判決

16

に 対 し て な さ れ た も の で す が 、 Allison

す。したがって、これらの巡回区控訴裁判所では、

Engine社は、FCA請求とは、訴訟が係属していれ

基準日以前に遡る支払要求に対しても緩やかな基

ば足り、FCAに基づく請求に詐欺の意図を不要と

準が適用されるということになり、被告とされた

するFERAの条項は、基準日の数年前になされた虚

当事者にとっては好ましくない裁判所となります。

偽請求や基準日の時点で支払済みとなっている支

一方で、FCA 請求の範囲を狭く解する巡回区控

払要求に基づくものであっても、基準日の時点で

訴裁判所、すなわち、第 9 及び第 11 巡回区控訴裁

訴訟が係属していればFCA請求として遡及的な効

判所では、第一次 AE 事件で連邦最高裁判所が示
した基準よりも緩やかな FERA による基準は、基

11

United States ex. rel. Steury v. Cardinal Health, Inc., 625

F.3d 262, 267 n.1 (5th Cir. 2010)
12

Gonzalez v. Fresenius Med. Care N. Am., 689 F.3d 470, 475

& n.4 (5th Cir. 2012)
13

準日の 2008 年 6 月 7 日以降において支払要求が保
留となっている事案にのみ適用されることとなり
ます。

例えば、United States ex rel. Jamison v. McKesson Corp.,

2012 WL 4499136, at 10 n.5 (N.D. Miss. Sept. 28, 2012) 参照。

他の巡回区控訴裁判所がいかなる解釈を採るの

例えば、United States v. Hawley, 619 F.3d 886, 894-895

かは不透明であり、また連邦最高裁判所は第二次

(8th Cir. 2010); United States ex rel. Lemmon v. Envirocare of

AE 事件においてこの問題を明確にしないとの選択

14

Utah, Inc., 614 F.3d 1163, 1167 n.3 (10th Cir. 2010), United
States ex. rel. Loughren v. Unum Group, 613 F.3d 300, 306 n.7
(1st Cir. 2010), United States ex rel. Owens v. First Kuwaiti
Gen. Trading & Contracting Co., 612 F.3d 724, 728 n.*(4th
Cir. 2010) 参照。
15

Sanders v. Allison Engine Co., 703 F.3d at 940 参照。

16

Sanders v. Allison Engine Co., 703 F.3d 930 (6th Cir. 2012)
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をしています。
17

米国司法省民事課統計‐Overview: October 1, 1987–

September 30, 2012 (Oct. 24, 2012),
http://www.justice.gov/civil/docsforms/C-FRAUDS FCA
Statistics.pdf.

参照。
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