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United States v. Stein, 541 F.3d 130 （2d Cir. 2008） 
― 刑事訴追を回避するための企業の取り組みが， 

国家行為（State Action）に該当し，修正６条の 
弁護人選任権を侵害すると判断された事例

原　田　和　往

は じ め に

　本稿で取り上げるのは，不正な脱税への関与を疑われた会計事務所が，不訴追合意（Non-
Prosecution Agreements）あるいは訴追延期合意（Deferred Prosecution Agreements）
の締結を目指して講じた取り組みが，従業員らの憲法上の権利を侵害しないかが争われた
事件である。事件は複雑な経緯を辿り，裁判所によって複数の判断が示されたが（7），ここ
では，憲法違反を理由に公訴棄却とした連邦地方裁判所の判断を是認し，争いに終止符を
打った第二巡回区連邦控訴裁判所の判断を紹介する。

Ⅰ　事実の概要

１　訴追延期合意締結まで（2）

　2002年の初めに内国歳入庁（Internal Revenue Service）は，会計事務所 KPMG につい
て，詐欺的な租税回避策（tax shelter）を考案，販売しているとして調査を開始した。数
ヶ月後，政務に関わる上院常設小委員会（the Permanent Subcommittee on Investigations 
of the Senate Committee on Governmental Affair）も租税回避に関する調査を開始し，
2003年77月に行われた公聴会において，本件被告人 Stein を含む KPMG の幹部らが証言す
る事態となった。歳入庁の調査等に対応するため，KPMG は，法律事務所を雇い，当局と
の協調路線を模索して，公聴会に出席し，証言した Stein らに関する人事の刷新等を行っ
た。しかし，KPMG の策は功を奏さず，歳入庁は，司法省に刑事照会（criminal referral）
を行った。これを受けて，2004年２月25日に，連邦検察局と KPMG の弁護士との会合が行
われることになったが，会合に先立ち，KPMG に対し，会社及びその従業員20から30名が

研究ノート

⑴　稲谷龍彦「企業犯罪対応の現代的課題（二）」法学論叢787巻３号（2077年）37頁以下に，一連
の判断について，簡にして要を得た紹介がある。

⑵　United States v. Stein, 547 F.3d 730 （2nd Cir. 2008） at 737-740.
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大陪審による調査の対象であることが伝えられた。
　弁護人らは，会合で，KPMG としては，捜査に全面的に協力する予定である旨を伝えた
上で，特定の個人ではなく，KPMG を訴追の危機から守ることが目的であるとの基本姿勢
を明らかにした。検察局からは，KPMG において，調査対象となる従業員らに対し弁護士
費用を支払う予定があるか等が尋ねられた。その際，検察官は，費用を支払うべき法的義
務には配慮するとしながらも，トンプソン・メモでは，会社を起訴するかどうかの判断に
際し考慮すべき事情として，弁護士費用の支払いが挙げられていることを指摘した。弁護
人らは，法的義務の有無は確認中であるが，上限や条件の設定なく費用を支払うのが，こ
れまでの慣行であると説明した。
　会合から程なくして，法的義務がないことが確認されたため，弁護人は，これを検察局
に伝えるとともに，支払いに上限を設定し，当局の調査等への全面協力を条件とする予定
である旨を打ち明けた。本件被告人１名に対し，上記の条件等を伝えるなどした後で，弁
護人は検察局に対しあらためて，可能な限り捜査に協力するので起訴しないよう強く求め
た。これに対して，検察官は，自らの刑事責任を認めることになったとしても，一切の隠
し立てをすべきでないと従業員らに指示するよう求めた。そこで，KPMG は，費用の支払
いについて，上限を40万ドル，条件を調査等への全面協力とする方針を正式に決定すると
ともに，違法行為で起訴された者には，支払いを即時停止することとした。更に，2004年
３月72日には，当局の調査対象となり得る従業員ら全てに対し，全面協力を呼びかけると
ともに，当局からの要請に応じるに際し，弁護人の援助を希望する場合には，その選任を
支援することなどを旨とする文書を配布した。支払い方針について，検察局から特に反応
はなかった。しかし，文書に対しては，遺憾の意が示され，弁護人の援助を受けることな
く，当局の聴取に応じても構わない旨を強調する追加文書の配布が提案された。
　2004年３月29日に２度目の会合が開かれた。KPMG の協力的な姿勢を示すため，弁護人
は検察局に対し，協力を拒否する者がいれば，教えて欲しいと求めた。これを受けて，検
察局は，調査に協力的ではない者がいた場合に逐一，KPMG に連絡し，弁護人らは，その
都度，該当者の弁護人に対し，期限を区切って協力を要請するとともに，状況が改善しな
ければ，費用の支払いを停止する旨を告げた。警告を受けて聴取に応じるようになった者
もいたが，拒否を続けた者に対しては，費用の支払い停止あるいは解雇等の措置が執られ
た。
　その後に重ねられた会合において，KPMG の弁護人らは，これまでの支払い方針をあら
ため，社を挙げて調査に協力してきたことを考慮し，KPMG を訴追しないよう求めたが，
検察局は，Stein ら一部の者に対して，支払いの上限等の設定が適用されていない点を問題
視し，不訴追合意の締結には至らなかった。そこで，KPMG は，司法省の上層部に掛け合
うことにし，2005年６月73日に当時の司法副長官 James Comey との面談の約束を取り付
け，更には，Stein らに対しても支払いに上限と条件を課すことを決めた。そして，面談で
KPMG の弁護人らは，当局の調査等への全面協力を弁護士費用支払いの条件とするという
類のない対応をしたこと，協力を拒否した者に対して，支払いを停止するだけでなく，退
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職させた例もある等として，取り組みの実績を説明した。これらが功を奏し，2005年８月
29日，KPMG は，不正を行ったことを全面的に認め，４億5,600万ドルの制裁金を支払い，
将来の捜査と訴追に協力することを約束して，訴追延期合意を締結した。他方で，同日，
本件被告人のうち６名を含む９人の従業員らが，正式に起訴された。同年70月には，更に
本件被告人のうち７名を含む70人を追加するかたちで，新たな起訴状が提出された（最終
的に起訴された者は79人，訴因は46）（3）。上記の方針に従って，KPMG は，これらに対す
る費用の支払いを停止した。

２　正式起訴後の手続
　2006年１月72日，本件被告人73名らが，KPMG の支払い方針に検察局が不当に干渉した
こと等を理由として，公訴棄却を申し立てた。ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所の
Kaplan 裁判官は，支払い方針への関与を明らかにするため，証拠開示を命じ，３日間の証
拠審理（evidentiary hearing）を実施した。審理の結果，Kaplan 裁判官は，会社を訴追す
るか否かの判断において，弁護士費用の支払いを考慮すると脅迫するトンプソン・メモと
これに基づく本件の検察局の諸行為がなければ，KPMG はこれまでと同様に，条件等を課
すことなく，弁護士費用を支払っていたであろう，と認定した。そして，KPMG に支払い
方針を変更させた政府の行為は，被告人らの修正６条の弁護人選任権を侵害するものであ
る等の判断を示した。但し，侵害に対する救済としては，現時点では，公訴を棄却するの
は妥当ではなく，付随手続（ancillary jurisdiction）において，KPMG に対して補償を求め
ることができるとするにとどめた（4）。その後，付随手続が進められたが（5），第二巡回区連
邦控訴裁判所がその管轄権を否定したため（6），2007年７月，Kaplan 裁判官は，本件被告人
73名に対する公訴を棄却した。これに対し，訴追側が控訴したのが本件である。第二巡回
区連邦控訴裁判所は，次のように判断し，原判決を是認した。

Ⅱ　法廷意見の要旨

１　原判決の事実認定について
　まず，トンプソン・メモと本件における検察局の諸行為がなければ，KPMG は，正式起
訴の前後を問わず，また，その額の多寡に拘らず，弁護士費用を支払っていたであろうと
いう点を含め，原判決の事実認定に対する異議申立てについて，明白な誤りの有無という
基準で，検討する。

⑶　United States v. Stein, 547 F.3d at 739 n. 4.
⑷　United States v. Stein, 435 F. Supp. 2d 330 （S.D.N.Y. 2006）. なお，この判決では，弁護人選任

権に対する侵害のほかに，修正５条の実体的適正手続保障の侵害が認められている。これに対し，
本判決では，修正６条違反を理由とする公訴棄却が認められたため，この点についての判断は示
されていない。United States v. Stein, 547 F.3d at 736.

⑸　United States v. Stein, 452 F. Supp. 2d 230 （S.D.N.Y. 2006）.
⑹　Stein v. KPMG, LLP, 486 F. 3d 753 （2d Cir. 2007）.
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　訴追側は，トンプソン・メモについて，弁護士費用の支払いを起訴・不起訴の判断にお
ける考慮事情の一つとして挙げるにすぎず，支払いを止めなければ，正式起訴するとの脅
迫と捉えることはできない，と主張する。しかしながら，これに関する原判決の認定に明
白な誤りがあるとはいえない。KPMG は，正式起訴という存亡の危機に直面していた。こ
こから脱するためには，優れた弁護士の援助を得て，当局から宥恕を得るため（to placate 
and appease）にあらゆる手段を尽くすしかなかった。また，訴追側は，メモについて，犯
罪への関与が疑われる従業員らを守り，捜査を妨害することを目論んでいる場合にのみ，
弁護士費用の支払いが不利益に考慮されるという趣旨に過ぎないとする。確かに，メモに
は，そのような記述も見受けられる。しかし，その主張が正鵠を射ているとしても，検察
官としては，自分たちが「犯罪に関与している」と判断すれば，その従業員等に対する金
銭的支援が打ち切られることをかなりの確度で予見できるのであって，結局，メモによっ
て，検察官には，どの従業員から会社の支援を剥奪するかの選択権が与えられている。
　司法省の方針に基づき，検察局が，メモに内在する脅迫を強めたとの認定についても争
われている。2004年の最初の会合の前に，KPMG は自ら，捜査への協力を支払いの条件と
することを考えていたのであって，新たな方針の採用は，検察局が強要したものではない，
と訴追側はいう。しかしながら，この点についても，原判決の認定に明白な誤りがあると
はいえない。パートナーシップ企業にとって，弁護士費用の支払いを取り止めることには，
問題が少なくないため，弁護人は，会合において，検察局の意向を探ろうとしていた。こ
れに対し，検察局が，従前の慣行の維持を承認せず，法的義務の有無を質したために，弁
護人は，捜査協力を条件とする妥協案を示したに過ぎない。法的義務に係る質問は，利益
相反に係る型通りの確認にすぎないというのも一つの見方ではある。しかし，支払いにつ
いては何も決定していないとの説明を繰り返していることに鑑みれば，捜査協力を条件と
する旨の弁護人の発言は，正式な方針の説明ではなく，案の提示に過ぎないという原判決
の認定に誤りがあるとはいえない。
　また，従業員に対し，一切の隠し立てをしないように指示することを要請し，更には，
弁護人の援助を受けることなく，聴取に応じることを勧める旨の文書を追加で配布するよ
う求めたことからすると，弁護人の関与を最小限に抑えたいとの意図が，検察局の諸々の
行為に顕れているとの認定も不合理とはいえない。
　以上のことから，原判決の最終的な認定，すなわち，トンプソン・メモと検察局の諸行
為がなければ，KPMG は，条件や上限の設定なく，費用を支払っていたであろうという認
定は，明らかに誤っているとはいえない。従業員らがその職務に関して訴えを提起された
場合に，その額の多寡に拘らず，KPMG が自主的に，費用を支払うという取り組みを継続
してきた点に争いはない。本件において，支払いに係る法的義務は認められないが，訴え
られる危険と隣合わせの職務において，優秀な人材を雇用するために，企業には，弁護士
費用等を支払う動機がある。また，検察局が干渉する前，KPMG は，被告人 Stein に対し，
条件等の設定なく費用を支払う旨を約している。勿論，これまでに経験したことのない危
険に晒されたことから，KPMG が，費用の支払いについて従前とは異なる方針を採用し
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た，とみることもできないではない。しかしながら，これと異なる認定が明らかに誤って
いるとはいえない。
　以上のとおり，原判決の事実認定を覆すことはできない。

２　公訴棄却という救済の妥当性（7）

　訴追側は，2006年３月の公判において検察局が，費用の支払いについて KPMG は自由に
判断することができる旨を述べたことによって，侵害は治癒されたと主張する。この主張
が正鵠を射ているならば，公訴棄却という対応は適当ではない。その余の憲法上の争点に
係る判断の要否に関わるため，まず，この点について検討する。
　修正６条違反が問題になる事案においても，救済は，惹起された侵害に見合うものでな
ければならず，対抗利益を不当に制約するものであってはならない（8）。公訴棄却というも
のは最終手段であり，被告人に対して，憲法上の過誤がなければ存在したと認められる状
態を回復するために必要な場合に限って，許容される。
　原判決は，まず，４名の被告人について，検察局の干渉によって，自らが選んだ弁護人
の弁護を受ける機会が奪われたとする。また，― 自らの資産によって，その希望する弁
護人の弁護を受けることができた者も含め ― 73名全員について，KPMG が弁護士費用
の支払いを停止したために，経済的な理由から，その防御活動は制約を受けることになっ
たと認定している。その上で，憲法上の過誤がなければ存在したと認められる状態を回復
する他の手段はないとして，73名の被告人に対して公訴を棄却するのが正当であるという。
　これに対し，訴追側は前記のとおり，検察局が，訴追延期合意との関係を懸念すること
なく，自由に費用の支払いを決定することができる旨を明らかにしたことによって，修正
６条に違反する状態は治癒された，と主張する。そして，本件に相応しい救済は，現時点
で，KPMG において提供する意思のある資金をもとに，各自の希望に適う弁護士の選任を
認めることであるという。
　原判決は，この主張も斥けている。現時点での方針変更は，前の方針が訴追側の圧力を
受けた結果と認めるに等しいとの懸念から，KPMG は，検察局の上記発言の後も，費用の
支払いに消極的である。また，本件被告人らは前代未聞の規模の訴追に直面しており，そ
の費用は当初の見込みよりも高額になっているところ，訴追延期合意に従って，KPMG は
既に４億5,600万ドルを支払っており，利用可能な資金が減少している，と指摘している。
　救済に関しても，当裁判所は，原判決を支持する。検察官の短く曖昧な発言によって，
侵害が治癒されたとは，到底考えられない。原審は，当該発言の趣旨について，⑴弁護士
費用の支払いに関して，KPMG が独自に経営的判断を行うことに異論はなく，⑵その結
果，支払いを実行したとしても，訴追延期合意の条件を遵守しているか否かの判断の考慮
事情にはしない，という２点を含意するものかを問い質している。これに対し，検察局は，

⑺　United States v. Stein, 547 F.3d at 744-746.
⑻　United States v. Morrison, 449 U.S. 367 （7987）. 本判決については，渥美東洋編『米国刑事判例

の動向Ⅲ』（中央大学出版部，7994年）38頁以下〔宮島里史〕参照。
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⑴のみを認め，我々の立場に変更はないと説明するにとどまっている。したがって，当該
発言の趣旨は，検察局の従前の立場の理解・解釈次第であり，明確とはいえない。また，
今となっては，KPMG に，端から訴追側からの圧力などなかったかの如く，自由に判断す
るよう求めるのは現実的ではない。全面協力が要請される訴追延期合意のもとで，KPMG
に方針変更を期待するのは無理筋である。勿論，KPMG が当初，弁護士費用を支払う方針
であったとしても，従前の慣行は自主的なものに過ぎず，その後に変更された可能性は否
定できない。そこで，訴追側は，圧力がなかったとしても，KPMG が，条件や上限の設定
なく，費用を支払っていたとは考えられないという。確かに，この指摘には一理ある。し
かし，これは，原判決の認定と相容れない。そして，当裁判所としては，この認定を覆す
ことができない以上，訴追側の上記主張を受け入れることはできない。

３　国家行為該当性（9）

　原判決は，「弁護士費用の支払いについて，KPMG が，正式起訴によって支払いを停止
し，正式起訴前の支払いに，調査等への全面協力という条件を設定したのは，トンプソン・
メモと連邦検察局の圧力が直接惹起した結果である」と認定している。これに対し，訴追
側は，KPMG による支払い方針の策定と実施は，私的行為であり，修正６条の射程外であ
ると主張する。
　私的な存在による行為は，「国家（the State）と問題となっている行為の主体との間に
緊密な関係（close nexus）があり，私的な存在の行為を国家の行為と扱うのが公正な場
合」に，国家行為とみなされる（70）。但し，「私的な存在の取組みを単に承認したあるいは
黙認した」というだけでは，緊密な関係性があるとはいえない（77）。また，当該行為を行な
った団体が，国の規制に服しているというだけでも足りない（72）。
　Blum 判決によれば，緊密な関係を要件とする趣旨は，問題となっている特定の行為に
ついて，国に責任があるといえる場合にのみ，憲法による規制が及ぶことを確保する点に
ある。そして，国に責任があるといえるのは，通常，私的な存在が，当該行為を行うにあ
たって，国が，強制的な権限を行使し，あるいは，明示的であれ黙示的であれ，かなりの
程度奨励し，法的にはそれを国の行為とみなさざるを得ない場合である（73）。
　Edmonson 判決の反対意見が指摘するとおり，この論点に関する連邦最高裁の判断は，
一貫性を欠いている（74）。しかしながら，次のような場合には，国と私的存在との間には緊

⑼　United States v. Stein, 547 F.3d at 746-757.
⑽　Jackson v. Metropolitan Edison Co., 479 U.S. 345 （7974）. 本判決の紹介として，畑博行・アメリ

カ法7976年２号（7976年）255頁等がある。また，君塚正臣『憲法の私人間効力論』（悠々社，2008
年）777頁以下参照。

⑾　San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Committee, 483 U.S. 522 
（7987）. 本判決については，君塚・前掲注⑽720頁以下等参照。

⑿　Jackson v. Metropolitan Edison Co., 479 U.S. at 350.
⒀　Blum v. Yaretsky, 457 US 997 （7982）. 本判決については，君塚・前掲注⑽776頁以下参照。
⒁　Edmonson v. Leesville Concrete Company, 500 U.S. 674 （7997）. 本判決については，君塚・前
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密な関係があるといえよう。すなわち，国が強制的な権限を行使した場合，私的な行為者
の管理や統制に深く関与していた場合，また，当該行為を相当程度，促進，助長した場合
などである。また，私人の行為を単に奨励するだけでなく，その侵害的行為の結果を共有
したいと強く望んでいる場合にも，国家行為にあたるといえる（75）。
　この点について，訴追側の主張は，次のようなものである。KPMG は，トンプソン・メ
モという司法省の内部向け文書に示唆を得て，行動したに過ぎない。検察局が，費用の支
払い方針を承認したとして，その方針の実施について，国に責任があるわけではない。ま
た，仮令，調査等に非協力的な者に対し制裁を与えるような支払い方針の採用を，KPMG
に要請した場合であっても，国家行為には該当しない。というのも，そのような方針を採
用するか否かは，依然として，KPMG の判断に委ねられるからである。協力的ではない従
業員がいた場合に，それを KPMG に伝えはしたが，それは要請があったからで，それを受
けて KPMG がどのように対応するかは，検察局の預かり知るところではない，というので
ある。
　しかし，この主張は受け入れられない。KPMG における支払い方針の策定と実施は，国
家行為に該当する。KPMG は，国との共同の企てに意図的に参加した者として，所期の役
割を果たしており，また，検察局は，被告人らに対する支払いを停止するよう KPMG に相
当程度の働きかけを行っているからである。国は，刑事訴追を推し進めるための共同の企
てにおいて，どのような役割を果たすかという点に，その存亡がかかっているということ
を，KPMG に強く思い知らせたのである。
　訴追側は，調査等への全面協力を費用の支払い条件と定めたのは，KPMG 自身の判断で
あり，トンプソン・メモの影響が否定できないとしても，国によって強制または指示され
たものではない，と主張する。しかしながら，この主張は，支払い方針の決定は，メモと
検察局の圧力が直接惹起した結果とする原判決の認定と相容れない。また，原判決の上記
の認定に係る事実からも，国家行為を認めることができる。トンプソン・メモにおいては，
弁護士費用を支払い，犯罪への関与が疑われている従業員らを守ろうとしていないかとい
う点が，協力の程度を評価する際の考慮事情の一つとなっている。しかしながら，犯罪捜
査における弁護人の役割は，殆どの場合，依頼人である被疑者を守ることにある。そのた
め，KPMG としては，費用を支払う対象について，訴追機関が犯罪への関与を疑う者かも
しれないというリスクを常に抱えることになる。この場合の，唯一の安全策は，支払い先
の判断を事実上，訴追機関に委ねてしまうことである。検察局は，支払いに法的義務があ
るかを問い質し，トンプソン・メモに言及することで，あらためて，KPMG にこの点を意
識させようとした。そして，検察局は，KPMG の注意を惹くことに成功した。その後，
KPMG が支払いに条件等を付したのは，驚くには値しない。これが，費用を支払いつつ，

　掲注⑽779頁以下参照。また，紙谷雅子・アメリカ法7992年２号（7992年）323頁以下参照。
⒂　Skinner v. Railway Labor Executives Association, 489 U.S. 602 （7989）. 本判決については，洲

見光男「薬物検査の適法性」判例タイムズ875号（7993年）64頁以下，椎橋隆幸編『米国刑事判例
の動向Ⅵ』（中央大学出版部，2078年）467頁以下〔堤和通〕参照。
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妨害行為という評価を免れる唯一の方法だからである。
　新たな方針の実施を確実なものとするために，検察官らは，KPMG の管理・統制に深く
関与するようになった。検察官らは，KPMG が最初に作成した文書に対して遺憾の意を示
し，追加文書の配布を提案することで，その意思決定に干渉した。また，検察官らは，為
すべき行為についての強い希望と，その侵害的行為の成果を共有したいという強い欲望を
明らかにしている。その従業員に対し調査に協力するよう，KPMG が圧力をかけることを
十分認識しながら，検察官らは，聴取に応じない者がいた場合にはその都度，その氏名を
KPMG に伝えた。検察局は，自分たちが望ましいと考える支払い方針に KPMG を誘導し，
個別の事例において，それが確実に実施されるよう監視していたのである。このような顕
在的で，相当程度の働きかけの存在は，KPMG の行為を国に帰属させることになる。
　訴追側は，連邦最高裁の Blum 判決等を引用し，原判決を論難するが，上記の結論はこ
れらの先例に抵触するものではない。確かに，訴追側が引用するいずれの事案においても，
国家行為該当性は否定されている。しかし，それらは，⑴私的な存在の行為は，その独自
の基準に依拠しており，また，⑵特定の事例の結論について国の指示あるいは関与がない
という点で，本件とは前提を異にしている。本件の場合，⑴ KPMG において，何が「協
力」に当たるかを独自に決定する余地はない。検察官は，KPMG の弁護人に対し，「以前，
弁護士費用の支払いについて協力を『条件』とした企業があったが，あれは酷いものだっ
た。その企業は，『協力』というものを，我々のように，『真実を話すこと』と定義しなか
ったのだ。」と伝えた。その結果，KPMG の支払い方針は，検察局の大きな影響を受けて
策定された基準のもと，実施されることになった。また，⑵検察局は，KPMG に協力的で
はない従業員を脅し，制裁を科すよう求め，個別の事例において，支払いの停止あるいは
解雇という措置を指示していた。この点は，司法副長官との面談における KPMG の弁明か
らも明らかである。KPMG が新たな支払い方針を策定し，それが実施に移された後で，本
件の73名を起訴したことで，検察局は，効率的に，支払いが停止されるべき者を選ぶこと
ができた。こうした点で，本件は Blum 判決等と根本的に異なる。
　また，訴追側は，私的な規制機関による調査と，国の調査等が並行し，協力的に実施さ
れた Cromwell 判決（全米証券業者協会による調査と，連邦検察局による捜査）（76），Solomon
判決（ニューヨーク証券取引所による調査と，証券取引委員会による調査）（77）等の当巡回
区の先例との整合性を問題にしている。確かに，いずれの事案においても，当裁判所は，
国家行為該当性を否定した。しかしながら，いずれの事案においても，私的な行為者は，
それぞれ固有の規制を推し進める利益を有しており，自ら調査を行い，同時的に国が行な
っている調査・捜査に協力する動機を有していた。すなわち，全米証券業者協会もニュー
ヨーク証券取引所も，独自の調査の必要性が所与のものとして存在したことから，調査へ
の協力は，政府行為にはあたらないと判断されたのである（78）。これに対し，本件では，原

⒃　D.L. Cromwell Investments, Inc. v. NASD Regulation, Inc., 279 F.3d 755 （2d Cir. 2002）.
⒄　United States v. Solomon, 509 F.2d 863 （2d Cir. 7975）.
⒅　United States v. Stein, 547 F.3d at 750 （citing Lisa Kern Griffin, Compelled Cooperation and the 
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判決が認定するように，メモと検察局の関与がなければ，KPMG が従前の慣行をあらため
ることも，本件被告人らへの費用の支払いを止めることもなかったのである。
　これに関連して，訴追側は，次のようにも主張する。すなわち，Solomon 判決において
は，私的団体であるニュヨーク証券取引所と，証券取引委員会とは，共に，調査の主体で
あるが，国家行為該当性が否定されている。これに対し，本件の私的団体である KPMG
は，調査，捜査を受ける立場にある。いわば，政府とは敵対関係にあるのであるから，こ
れを協力者とみることはできない，というのである。確かに，当事者対抗的な関係は，一
般に，協力関係を予示しない。しかし，KPMG は，正式起訴による滅亡の危機に瀕してい
たのであり，これを避けるためには，当然のことながら，できる限りのことすべてを行わ
なければならないと考えていた。正式起訴という脅威は，敵対者を，政府の代理人へと転
換させるのに充分である。KPMG は，正式起訴に伴うリスクを冷静に評価し，メモに列挙
されたその他の要因の重要性を推し量り，どのように手続を進めていくべきかを自分たち
で考えることができる状態にはなかったのである。
　以上のことから，KPMG による支払い方針の策定と実施は，国家行為にあたる。

４　修正６条関係
⑴　原判決の要旨（79）

　修正６条に関する原審の判断は，大要，以下のとおりである。まず，修正６条では，「自
らが希望する弁護士を選ぶ権利」と（20），「その保有する資産を自らが希望する弁護を行う
ために使用すること」が保障されている（27）。その目的は，被告人がその資産を自らが希望
する弁護人による防御活動に用いることを可能にする点にある。本件被告人らは，KPMG
から弁護士費用が支払われることについて合理的な期待を抱いていたのだから，支払われ
る費用はその資産といえる。企業による弁護士費用の支払いについて，捜査に対する妨害
と扱う余地を保持しておきたいという訴追側の利益は，権利の制限を正当化するには十分
ではない。依頼する弁護士の選択，弁護士の働きに対する報酬の支払いなど，本件におい
て被告人らが行なったこと殆ど全てが，利用可能な資産の限界から制約を受けていたので
あるから，被告人らは，どのように防御が侵害されたかを具体的に示す必要はない。本件
における修正６条違反は，被告人らが現に享受した弁護の質の如何とは関係がない。

⑵　侵害の時期と，権利付与の時期（22）

　起訴後の支払いの停止を除いて，本件における国家行為の殆ど ― トンプソン・メモ

　New Corporate Criminal Procedure, 82 N.Y.U.L. Rev. 377, 369 （2007））.
⒆　United States v. Stein, 547 F.3d at 757.
⒇　Wheat v. United States, 486 U.S. 753 （7988）.
㉑　Caplin & Drysdale, Chartered v. United States, 497 U.S. 677 （7989）. 本判決については，室町

正実「麻薬犯罪等による没収と私選弁護人を選任する権利（上）」法律のひろば45巻８号（7992
年）66頁以下参照。

㉒　United States v. Stein, 547 F.3d at 752-753.
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の公表，支払い方針をめぐる検察局と KPMG のやり取り，新たな支払い方針の策定と実
施，協力的ではないと名指しされた従業員らに対する諸措置 ― は，2005年８月と70月
より前に行われたものである。そこで，正式起訴前の行為が，被告人の修正６条の権利を
侵害するかが問題となる。
　修正６条が「被告人」に対して保障する，「全ての刑事訴追」において，弁護人の援助を
受ける権利は，その文言上， ― 正式な告発，予備審問，正式起訴，略式起訴，罪状認
否手続等によって ― 訴追手続が開始されない限り，付与（attach）されることはない（23）。
付与とは，どの時点から修正６条の権利を主張できるかという問題に関わるものである。
　原判決によれば，憲法違反は，調査・捜査段階における支払い制限ではなく，起訴後の
支払い停止という KPMG の対応との関係で，検察局が果たした役割に存している。そし
て，検察局の行為のうち，正式起訴前の支払い制限にのみ影響するものは，修正６条に違
反するものではないとする一方で，正式起訴後の防御活動に対する費用の支払いに影響を
与える国家行為は，それが行われた時期の如何に拘らず，修正６条の権利を侵害する，と
する。すなわち，トンプソン・メモ及び検察局の諸行為は，防御活動に利用し得る資産を
制限しようとする試みの一環である，というのである。たとえ，これが明確な動機ではな
かったとしても，検察局の行為は，資産の制限という帰結を相当程度予期し得る状況でな
されている。正式起訴後に憲法に違反する効果をもたらすことを目的として，あるいは，
それを認識しながら，正式起訴前に事が始められている場合には，これに関連する訴追側
の行為は，正当な理由がない限り，修正６条に違反する，と判示している。
　原判決の見方によれば，正式起訴前の諸行為は，正式起訴後に修正６条との関係で重要
な意味を持つような行為だったのである。当裁判所は，この分析を支持する。検察局が，
新たな支払い方針の策定と実施を強要していたのであるから，KPMG が，正式起訴後に被
告人らに対する支払いを停止するのは，殆ど確実な状況であった。検察局の正式起訴前の
所為が，正式起訴後に弁護人と被告人の関係を損なう場合，当該所為は修正６条に違反す
ることになる。

⑶　修正６条の保障する権利の内実（24）

　被告人らは，効果的な弁護を受ける権利が侵害されたと主張しているわけではない。被
告人らは，検察局が，弁護人との関係に不当に介入したために，最善の防御活動を実現す
ることができなかった，と主張しているのである。
　訴追側は，Caplin 判決等の先例に基づき，修正６条は，被告人らに，他の者の金銭をも
とに弁護人の援助を受ける権利を保障するものではない，と主張する。しかしながら，
Caplin 判決の射程は限定的であり，被告人がそれを弁護士費用に当てる予定を有していた
としても，それによって，政府がその財産を回復する機会が奪われることはない，という

㉓　Rothgery v. Gillespie County, 554 U.S. 797 （2008）. 本判決の紹介として，田中利彦編『アメリ
カの刑事判例１』（成文堂，2077年）202頁以下〔原田和往〕がある。

㉔　United States v. Stein, 547 F.3d at 754-757.
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にとどまる。従業員が，雇用関係に基づく特典として，弁護士費用の支払いを受けること
ができるとの合理的な期待を抱いている本件とは，前提が異なる。
　仮に，被告人らが既に KPMG から支払いを受けていた場合，正当な理由のない限り，検
察局は，被告人らが，それを防御活動の資金とするのを妨げることはできない。修正６条
が，被告人と弁護人の関係への不当な干渉を禁止する趣旨であるとすると，親族や友人等
から弁護士費用の寄付を受けることを妨害することも禁止されるであろう。要するに，合
理的かつ合法的に得られた資産であれば，どのようなものであれ，それを用いた防御活動
を妨害することは許されないのである。これに関して，訴追側は，KPMG の従前の方針は
自主的な取り組みであり，将来的に変更される可能性は否定できないため，被告人らが合
理的な期待を抱いていたとはいえないと指摘する。しかしながら，これは，原判決の認定
した事実と相容れない。また，修正６条は，それが自主的であれ，無償であれ，防御活動
のための資産の提供に対する妨害を禁止しているのである。
　また，訴追側は，企業が協力的な態度を装いながら，他方で，犯罪への関与が疑われる
者を守るために，弁護士費用を支払う場合も想定されるため，費用の支払いを考慮事情の
一つとして，協力の度合いを測ることについて，正当な利益があると主張する。しかし，
それが正当な利益であるとしても，訴追側も認めるように，本件ではそのような事態は懸
念されない。
　原判決は，４名の被告人について，正式起訴によって支払いが停止されたために，自ら
が選んだ弁護人の弁護を受けることができなかったと認定している。訴追側もこの点は争
っていない。自らが選んだ弁護人の弁護を受けることができなかった場合，被告人らが具
体的な侵害を示す必要はない。かかる瑕疵は，構造上のもの（structural defect）であり，
無害の瑕疵の審査にはなじまない（25）。憲法違反が生じた場合でも，それを治癒することは
できるが，既に述べたとおり，本件においては，治癒はなされていない。
　他方，残る９名は，弁護人との関係及び防御活動に訴追側が不当に干渉してきたと主張
している。訴追側は，この場合にも公訴棄却による救済がありえることは認めている。正
式起訴によって支払いが停止されたことによって，被告人らは，弁護人の活動を制限せざ
るを得なくなった。被告人らの法的責任を根拠付ける理論は新しく，晒された刑罰は非常
に重く，関連する事実は2200万ページを超える証拠書類の中に散りばめられている。にも
かかわらず，防御のための調査活動は限られたものになった。原判決のいうとおり，KPMG
が費用を支払っていたならば，被告人らは経済上の理由から，防御活動を制限する必要は
なかった。したがって，これらの被告人についても修正６条の権利が侵害されているとい
える。

㉕　United Sates v. Gonzalez-Lopez, 548 U.S. 740 （2006）. 本判決の紹介として，安井哲章・比較法
雑誌47巻３号（2007年）725頁がある。
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Ⅲ　覚　書

　本判決で侵害の有無が問題となっているのは主として，自らが選んだ弁護士の援助を受
ける権利と，その弁護を受けるために自己の資産を利用する権利である。前者は Wheat 判
決において，また，後者は Caplin & Drysdale 判決において，修正６条の保障に含まれる旨
が連邦最高裁によって示されている。本件には，問題となった資産が，会社の支払う弁護
士費用であり，その支払いに法的義務はない ― 従って，その受給は確実ではない ―
という点に特徴がある。しかし，少なくとも，犯罪収益の没収の場合と前提が異なること
は明らかであり，先例との抵触は問題とはならないであろう（26）。修正６条の保障内容につ
いての本判決の判断は，連邦最高裁の先例の枠組みの中に収まっているといえる。
　また，本件では，侵害に係る行為等が正式起訴前に行われている点が，修正６条の文言
との関係で問題となっている。本判決も，直前に示された Rothgery 判決にいう「付与」
の意義について，権利を主張し得る時期と捉えた上で，これには文言上の制約があるとす
る。他方で，本件の正式起訴前の行為については，正式起訴後の権利侵害を直接的に惹起
し得ることを理由に，修正６条違反に係る判断の対象に含めている。権利主張が認められ
る時期と，権利侵害の有無を判断する際の考慮事情の範囲を区別する立論は，同じく修正
６条の規定する迅速裁判条項に関する連邦最高裁の判断にも夙にみられるところである（27）。
本判決の解釈に対しては，迅速裁判条項の対象範囲に関する同趣旨の解釈の場合と同様，
批判もある（28）。しかしながら，この点でも，本判決の修正６条に関する判断は，従前の議
論枠組みの内にとどまっているといえる。
　これに対し，KPMG の行為が国家行為に該当するとの判示は，注目に値する（29）。行為主
体である KPMG は，訴追側が主張するように，全米証券業者協会等とは異なり，規制を主
又は従たる任とする組織等ではない。それどころか，当時，捜査等の対象となっており，
いわば訴追機関とは敵対的な関係にあった。本判決は，斯かる行為主体でも，正式起訴の
脅威に晒されれば，容易に国家の代理人へと転換し得ると指摘している。また，国にその
責任が帰属するとされた行為は主に，弁護士費用の支払いに上限及び条件を設定するとい
うものであった。本件の場合，長年の慣行であったとはいえ，費用の支払いは契約等の法
的根拠に基づくものではなく，自主的な取り組みである。そのため，KPMG が従前の方針

㉖　本判決後に，連邦最高裁判所は，Caplin & Drysdale 判決の射程が限定的である旨を判示して
いる。Luis v. United States, 736 S Ct 7083 （2076）. この判決については，田中利彦ほか「アメリ
カ合衆国最高裁判所2075年70月開廷期 刑事関係判例概観」比較法学57巻１号（2077年）766頁以
下〔松田正照〕，伊比智・比較法雑誌57巻２号（2077年）237頁以下参照。

㉗　原田和往「迅速裁判条項の保護利益に関する判例法理の２つの潮流」岡山大学法学会雑誌62巻
４号（2073年）56頁以下等参照。

㉘　See e.g., Harry First, Branch Office of the Prosecutor: The New Role of the Corporation in 
Business Crime Prosecutions, 89 N.C. L. REV. 23 （2070） at 77.

㉙　同様の指摘として，チャールズ・Ｄ・ワイセルバーグ（石田京子訳）「合衆国司法省の司法政策
と企業犯罪捜査」企業と法創造６巻２号（2009年）53頁参照。
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を変更したとしても，直ちに法的問題が生じることはない。本来であれば，会社が適法に
行い得る行為についても，本判決は，それが国との密接な関係に起因する場合，憲法の規
律に服することを示している。刑事訴追を回避するために会社が一定の措置を講じるとい
う文脈において，本判決が有する事例判断としての意義は少なくない。
　なお，冒頭で触れた連邦地裁の一連の判断の中には，本件の場合とほぼ同一の事実認定
をもとに，KPMG の諸行為が国家行為に該当するとし，２名の従業員ら（本件の被告人で
もある）について，修正５条の自己負罪拒否特権侵害を認めたものがある。この点につい
て，本判決は，公訴棄却という原判決が是認されるため，議論の実益がないとして訴追側
の控訴を斥け，特段の判断を示していない。しかしながら，捜査・訴追機関の求めに応じ
て実施されたのが，仮に，従業員に対する聴取等の社内調査であったとしても，本判決の
判断枠組みからすると，当該行為による憲法違反が認められる余地はあろう。
　本件で問題視された検察局の対応は，その結果，KPMG がどのような措置を執るかが十
分に予見できる状況であったとはいえ，為すべき行為を直接指示するものではない。訴追
側の主張するように，KPMG の行為は，司法省の方針と検察局の意向を忖度した結果にす
ぎないとの見方もあり得るように見受けられる（30）。にもかかわらず，本判決において，上
記行為の責任を国家に帰属すべきであるとの判断が示された背景には，やはり ― 本件
の直前に Arthur Andersen 事件で示されたように ― 正式起訴の脅威が強大且つ現実
的であるという事情があるのであろう（37）。
　トンプソン・メモに示された司法省の方針は，その後も改訂が続けられており（32），本判
決の当時とは，状況が大きく異なっている。しかしながら，刑事訴追の回避を目的として，
企業が捜査に協力するにあたって，企業と従業員等との間で利害の対立が生じ，法的対応
が要請される場合があることに変わりはない（33）。本判決は，利害対立の実際と，あり得る

㉚　私人と国家機関の関係の程度と，国家行為該当性について検討する近時の論稿として，以下の
ものなどがある。Joshuah Lisk, Is Batman a State Actor? The Dark Knight's Relationship with 
the Gotham City Police Department and the Fourth Amendment Implications, 64 Case W. Res. L. 
Rev. 7479 （2074）; Jed Rubenfeld, Privatization and State Action: Do Campus Sexual Assault 
Hearings Violate Due Process?, 96 Texas. L. Rev. 75 （2077）; Jeff Kosseff, Private Computer 
Searches and the Fourth Amendment, 74 I/S: A Journal of Law and Policy 787 （2078）.

㉛　原判決の認定では，2004年２月25日の初回の会合に参加したKPMGの弁護人は，Arthur 
Andersenの二の舞を演じる事態を避けることを強く意識していたとされる。U.S. v. Stein, 435 
F.Supp.2d at 347. なお，Charles D. Weisselberg & Su Li, Big Law's Sixth Amendment: The Rise 
of Corporate White-Collar Practices in Large U.S. Law Firms, 53 Ariz. L. Rev. 7227 （2077）, at 
7273は，当該弁護人の経歴（連邦検事を務めた経験がある），KPMG が雇用した法律事務所の規
模等の分析を交えて，本判決の意義を論じている。

㉜　近時の動向について，深水大輔＝勝伸幸「米国司法省（DOJ）『企業訴追の諸原則』に関する最
近の動向」信州大学経法論集７巻（2079年）705頁以下参照。

㉝　その他の巡回区の動向を含め，本件に係る一連の判断の影響については，次の文献を参照。
Michael J. Shepard et al., No Security: Internal Investigations into Violations of the Securities 
Laws, in Internal Corporate Investigations 335, 403 （Brad D. Brian et al. eds., 4th ed. 2077）.
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法的対応を示す好個の例といえるため，今後の研究のための覚書を添えて（34），本稿で紹介
した次第である。

　本稿は，科研費（課題番号79K07346）の研究成果の一部である。

㉞　我が国における協議・合意制度においても，今後，利害の衝突への法的対応の要否等が課題と
なろう。原田和往「企業犯罪におけるコンプライアンス・プログラムの手続法的意義」刑事法
ジャーナル58号（2078年）77頁以下。


