
合衆国初期反独占政策と州政府

折 原 卓 美

はじめに

19 世紀末，合衆国政府は鉄道会社を規制対象

とした州際通商法（1887 年）を皮切りに，企業

による「取引の制限」や「独占」などを禁じた

シャーマン反トラスト法（1890 年），さらに

シャーマン法を修正・強化したクレイトン法

（1914 年），そしてそれを補完する「連邦取引

委員会法」（1914 年）等を制定して，本格的に独

占禁止政策に乗り出していったことは周知の事

実である
(1)
。一方，シャーマン法以前に既に多

くの州が州独自の反トラスト法を制定していた

ことも，また知られている。けれども，わが国

における初期独占政策研究はもっぱらシャーマ

ン法成立以後のみに焦点を当て，諸州の反独占

政策についての具体的な研究は皆無である。し

かし，19 世紀末，多くの州で州法に基づき反ト

ラスト訴訟が起こされ，州裁判所は判決を通じ

て独占規制に関する法原則を打ち出し，それは

また連邦反独占政策に少なからず影響を与えた

のである。

実際シャーマン法制定以前に，少なくとも 21

に上る州が既に憲法や州法によって独占を禁じ

ていたのであり
(2)
，当初シャーマン法自体，既

に州によって推し進められていた独占禁止政策

の補完的役割を担うものと考えられていたので

あった。この間の事情を，シャーマン法の生み

の親の一人であったシャーマン上院議員自身が

次のように語っている。シャーマン法の目的

は，合衆国民のビジネス，財産，取引を脅かし

ている企業合同（combination）を抑制するため

に，「それぞれの州裁判所によって確定された

コモン・ローと制定法のルールを補完する」こ

と，「州裁判所と協力できる憲法上の権限の範

囲内で，連邦裁判所を武装すること」である
(3)
。

上述の引用文について若干敷衍すれば，独占

規制に関する連邦コモン・ローなるものは当然

のことながら，シャーマン法の成立時点では存

在しなかったことに留意しておく必要があ

る
(4)
。つまりシャーマン法は，当初あくまで州

によって運用され発展してきたコモン・ロー原

則の上に築き上げられることが意図されたので

ある。また，しばしば人口に膾炙される「合理

の原則」や「良い」トラスト・「悪い」トラスト

の区分といった独占規制の法原則も，著名な研

究者の指摘にもあるように連邦最高裁やセオド

ア・ローズベルトのような卓抜した政治家のア

イデアというよりも，州裁判所にもたらされた

さまざまな反トラスト訴訟を通じて，次第に彫

琢されていった法原則であった
(5)
。このような

法原則は，1890 年以前に既にコモン・ローに基

づいて企業の「取引制限」行為を扱った州裁判

所を通じて徐々に具体化され定着していったも

のだったのである
(6)
。しかし，合衆国政府の独

占禁止政策についての従来の研究は，こうした

点にまったくといってよいほど触れていない

し，本格的な研究は皆無といってよい。本稿の

目的は，連邦独占禁止政策に及ぼした各州政府

の独占禁止政策の一端を明らかにすることによ

り，この間隙を埋めることにある。
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州による独占規制の意義

まず始めに，James Mayの研究によりなが

ら，独占規制政策に果たした州の役割の重要性

について，再確認しておこう。彼によれば，

シャーマン法が制定される以前に，６州が州内

で活動する「トラスト」を提訴し，いずれも州

政府が付与した被告企業のフランチャイズや事

業上の特権の剥奪，あるいは「トラスト」の分

割を勝ち取っている
(7)
。（これらの事件につい

ては後述する。）さらに，シャーマン法制定以後

においてさえ，州政府による独占規制は決して

無視できない重要性を保ち続けていた。すなわ

ち，1890 年から 1902 年にかけて，連邦政府が

19件の反トラスト訴訟を起こしたのに対して，

12 にのぼる州が合計 28件もの反トラスト訴訟

を起こしているのである。以後，連邦政府によ

る訴訟件数は急増していくが，このことは，決

して独占規制に関して州政府の役割が後退した

ことを必ずしも意味するものではなく，依然と

して一定の役割を担い続けた。しかもその場

合，独占規制の対象とされたのは，州内で活動

する地元企業のみではなかった。具体例を挙げ

れば，1890 年から 1906年にかけて，10 州と１

準州がスタンダード石油トラストを告発してい

るし，また砂糖トラスト，ビーフ・トラスト，

タバコ・トラストなど全国的規模のトラストも

告発の対象としたのである。

州による独占規制が決して無視できないこと

を示す証左として，さらに独占禁止法違反の廉

で科せられた企業への罰金額を挙げることもで

きよう。シャーマン法成立以後，シャーマン法

違反として，連邦によって被告企業に科せられ

た罰金額は，1909 年末までに 219,875 ドル，

1914 年末までに 619,965 ドル，1919 年末まで

に 765,822ドルであった。これに対して，テキ

サス州は地元のスタンダード石油支社を相手取

り訴訟を起こし，1600万ドルの罰金を徴収した

し，またミズーリ裁判所は５件の訴訟事件を判

決し，州反トラスト法に違反した廉で，アーマー

食肉加工会社やアーカンソー木材会社，イン

ターナショナル・ハーベスター社等々に対して

合計 678,000ドルの罰金を科したのである
(8)
。

このように訴訟件数においても，また独占禁止

法違反として企業に科せられた罰金額の大きさ

にから見ても，初期の反独占政策に果たした州

政府の役割は決して無視することのできないも

のであったことがわかる。

19 世紀末，アメリカ経済は国内市場の拡大や

輸送コストの減少，より効率的な資本集約的生

産方法の発達，金融市場の成熟等々により一段

の発展を遂げるが，一方で企業の経営環境は長

引く不況下で企業間競争が一層激化し，企業は

プールやトラストを結びこれを回避しようとし

た。このような中で，州政府の下でコモン・ロー

上の「取引の制限」の原則も次第に発展し整備

されていった。その結果，上述した諸州の反ト

ラスト法に違反するとして州裁判所に持ち込ま

れる事件が増大していった。シャーマン法が制

定された後になってさえ，州による反トラスト

法の制定は続けられたことからしても，諸州に

よって進められた反独占政策が決して看過でき

ないものであったことがわかる。

コモン・ロー上の「取引制限」原則

冒頭で指摘したように，シャーマン法は独占

を禁じたコモン・ローの伝統の上に立脚して制

定された。そこでまず始めに，コモン・ロー原

則に基づく独占規制とはどのようなものなのか

という点から見ていくことにする。

イギリスで発展してきた「独占」あるいは「独

占の企て」に関するコモン・ロー上の原則は以

下の取引上の三つの行為に関連していた。一つ

目は，「買占め forestalling，engrossing，re-

gatting」行為，とりわけ「生活費需品」のそれ
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に対するものであり，二つ目は独占的特権の個

人あるいはグループへの付与に関するもの，三

つ目は，「取引の制限のための（in restraint of

trade）」契約に関するものであった。まず一つ

目については，中世イギリスの商取引の中で次

第に体系化されてきたものであったが，イギリ

スにおいては，市場経済の拡大とその下で次第

に影響力を増していった取引の自由の下に最終

的に撤廃された
(9)
。一方合衆国においては，19

世紀初頭から間断なく拡大する広大な領土と人

口の増加，そしてそれに伴って絶えず拡大する

市場といった性質のために，巨大企業が出現す

るまで事実上商業上の独占は不可能であったが

ために，実効性のないものと考えられていた。

二つ目については，イギリスにおいては 17

世紀の市民革命を経て全面的に廃止された事は

周知の事実である。合衆国においては，19 世紀

初期に設立された二つの合衆国銀行に特権が付

与され，また州は州内開発事業と絡んで，特定

の株式会社に独占権を付与したけれども，第二

次合衆国銀行は周知の如く反対派によって，ま

さに「独占」という汚名を着せられ更新される

ことなく終焉を迎えたし，また株式会社に付与

された特権も 1837 年のチャールズ・リバー・ブ

リッジ事件
(10)

における司法原則や一般株式会

社法の制定などにより，有名無実化していた。

したがって，両国において，「独占」ないし「独

占の企て」とは，個人，グループ，株式会社な

どによって，他者が市場や事業への参入あるい

は競争を妨害する「取引制限」を事実上，意味

するようになっていった
(11)
。元来「取引制限

restraint of trade」という用語は，主要な取引

あるいは契約の一部をなす競合を回避するため

の取り決めを意味した。このような取り決め

は，概して販売契約，事業あるいは資産の貸借

に際して交わされるのが一般的であり，元来イ

ギリスにおいてはこれは非難されるべきものと

見なされていた
(12)
。

しかし，ここにおいても，国家や地方政府の

規制や介入からの自由，契約の自由を求める動

きは，「取引制限」に関するルールの弛緩をもた

らした。1831 年イギリスで起こった Hornor v.

Graves 事件がそれであり，首席裁判官の

Tindalは契約で交わされた「取引制限」の判断

基準をその「合理性」に求めて次のように述べ

ている。

より大きな問題は，これが取引の合理的制

限（reasonable restraint of trade）かどうか

ということである。そして，我々は，その制

限が与えられた当事者の利益になるように，

その利益に対して公正な保護を与えるだけで

あるのか，したがって公益に干渉するほどに

大きくないのかどうかを考慮すること以外

に，合理性についての問題について適用でき

る判断基準を見出すことはできない。当事者

に必要な保護以上に大きないかなる制限も，

双方のどちらにも有益ではないであろう。そ

れはただ耐え難いだけである。そして，耐え

難ければ，それは法律の観点からして非合理

的である。公益に有害なものはいかなるもの

でも，公共政策の見地からして無効である
(13)
。

この判決の中に，後に連邦最高裁がシャーマ

ン法違反かどうかの判断基準と打ち出した「合

理の原則 rule of reason」の原型を見出すこと

ができよう。それはともかく，同事件は不当に

非合理的に競争を制限し，公衆に損害を与えな

い限り，コモン・ロー上の「取引制限」とはみ

なされず，協定は合法であるという原則を確立

した画期的事件とみなされることとなった。ア

メリカにおいては，1870 年代から 80 年代にか

けて企業間のプール協定が盛行を極める中で，

州裁判所は以上のような先例に倣い，このよう

な原則を取り入れながら，いかなる場合がコモ

ン・ロー上の「取引制限」に当たるか否かにつ

合衆国初期反独占政策と州政府（折原） 63



いての判断基準を創り上げていった
(14)
。このよ

うな状況下で，「取引制限」に関するコモン・ロー

上いくつかの重要な判決が下されることとな

る。そこで，以下ではそれについて見ていくこ

とにする。

州におけるコモン・ロー上の「取引制限」

原則とその限界

1831 年の Horner v. Graves事件において下

されたイギリスの判決は，アメリカにおけるコ

モン・ロー上の「取引制限」原則を築き上げて

いく上で深甚な影響を及ぼした。まずこの点か

ら見ていくことにする。初期の事件は，1859 年

のルイジアナ州において争われた India Baggaing

Association v. Kock & Co.事件であった。この事

件は綿花プランター向けの袋地を扱うニュー

オーリンズの８つの会社が協定を結び，袋地の

価格を吊り上げるため販売制限を企てたもので

あった。組合側は，協定を破った Kock & Co.

を協定違反として訴えでたが，裁判所はこの協

定が取引の制限にあたり，公共の秩序に反する

と判決した
(15)
。

1875年にイリノイで起こった Craft et al. v.

McConoughy 事件は，イリノイ州ロシェル

（Rochelle）の５人の穀物取引業者が，価格や

等級の設定，利益分配などについて協定を結ん

だものであった。裁判所は「協定は公益に反し

ており，したがって取引制限である」と判決し

た
(16)
。

1880 年，オハイオ州で起きた Central Ohio

Salt Co. v. Stephen H. Guthrie事件も重要な先

例を提供した。この事件はオハイオ州マスキン

ガム（Musk ingum）河流域とホッキング

（Hocking）河流域の製塩業者並びに販売業者

30数名がプール協定を結び，価格設定，利益分

配，生産制限などを企てたものであった。訴訟

は，この協定に反発したメンバーに協定に従う

よう求めたプール協定者側から持ち込まれたも

のであった。これに対して，裁判所は，まず「部

分的な取引制限のための契約はすべて公益に反

するとものとして無効にされるわけではない，

ということは反論の余地のない解決済みのこと

である。一方，一般原則として，取引の全般的

な制限のための契約は，公益に反するものであ

り，したがって無効であるということも十分に

定着している」としてまず先例に倣った後「そ

のような協定の明らかな傾向は独占を達成する

ことであり，取引上の競争を破壊することであ

り，そうした理由のために，公益の立場から裁

判所はその執行を援助することはできない」と

判決し，原告の訴えを棄却した
(17)
。

いずれの事件も先の Horner v. Graves 事件

判決に倣って「公益を侵害する」として，州裁

判所によって協定を無効とされた典型的な事例

であった。コモン・ロー上，いかなる「取引制

限」が法律に抵触するかを判断する際，それが

「公益を侵害する」かどうかがアメリカにおい

ても重要な判断の基準となったのであり，この

基準に照らして，企業間で結ばれた協定，契約，

協約，同意などが違法かどうかが判断されるこ

ととなった。そこで，次に「公益」を侵害しな

いがゆえに合法的と判決された協定の例を見て

みよう。

1880 年 に 判 決 が下さ れ た Skrainka v .

Scharrighausen事件は，ミズーリ州セントルイ

スの一区域にある石切り場の所有者 24 人が「統

一価格と実際の相場で」製品を販売する目的で

結んだ協定であった。協定を破った被告は違約

金を請求され訴えられたが，これに対して被告

は協定は取引の制限に当たり，したがって協定

は無効であると主張した。これに対して裁判所

は以下のように述べる。

協定はある市のある地域の石切り工の間に

結ばれたものである。そして，それは彼ら全
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てを含むものとは思われない。協定が何らか

の公的な悪影響を及ぼしているという証拠は

ない。そして，契約はその条件からして，明

らかに人々から雇用を奪い，不当に価格をつ

り上げ，独占を生み出し，あるいは競争を終

わらせるという性質のものでもない。それは

期間と場所の両方において限定的である。そ

して，今日我々の目の前にあるような契約が

違法と判決された事件を我々は知らない
(18)

こうして裁判所は協定を結んだ側の主張を認め

た。

Dolph v. Troy Laundry Machinery Co. 事件

（1886年）もまた競争制限のための協定が有効

と認められた事件であった。この事件は，国内

有数の洗濯機製造会社であった Do lph 社と

Troy社が高利益を上げるために市場の独占を

図る目的で５年間の協定を結んだが，被告の

Troy社は１年後にこれを破棄したため，Dolph

社が多大の損害を被ったと訴え出た。これに対

して，被告はこの協定が「取引制限」に当たる

として，その無効を主張した。この事件に対す

るWallace裁判官の判決は，「取引制限」に関す

るコモン・ローの原則をさらに緩めるもので

あった。

そのよう契約（contract）が公益（public

policy）のいかなる原則に反するかどうかは

明らかではない。洗濯機は便宜を与える商品

ではあるが，必需品ではない。関係者の計画

は他人が機械を製造したりあるいは販売した

りすることを阻止しようと企んだのではな

い。関係者が求める価格を支払いたくない者

は，そうした機械を作る多くの職人を見出す

ことができる。……いかなる取引業者もその

取り扱ういかなる商品に対しても，可能な限

り最高値を得ようとするのは全く合法的なこ

とである。同様に二つの競合する製造業ある

いは取引業者が，商品の販売価格を取り決め

ることは合法的である。二つの競合する取引

業者が，それぞれの会社を統合することに同

意し，一方が事業を中断し，そして一定の期

間他方のパートナーになるということは道義

上咎められるべき事でもないし，大衆の権利

に有害なことでもない。そのような協定の結

果として，大衆は関係者が扱っている商品に

より多く支払わなければならなくなるかもし

れない。しかし，大衆はそれを買わざるを得

ないわけではない。確かなことは，取引が独

占を創り出すことにより，関係者間で価格を

コントロールする共謀にまで達しない限り，

大衆は不満をいう権利はない
(19)
。

Wallace裁判官は，洗濯機はそもそも「生活

必需品」でないとし，したがって「公益」に深

甚な影響を与えるものではないという判断を下

した。加えて，協定が他者の市場への参入を阻

止しようと企んだわけでもない事などを理由

に，この協定はコモン・ロー上の「取引制限」

に当たらないとし，被告の訴えを退けた。

1887 年に判決が下された Shade-Roller Co. v.

Cushman事件は，カーテン固定具製造業の三

社が共同で Central Shade-Roller 会社を組織

し，設定された価格で製造・販売することを目

的としたものであったが，その中の一社が協定

に違反した廉で裁判沙汰となった事件であっ

た。これに対して，裁判官は「その契約は，明

らかに関係する商品生産に何の制限も加えてい

ない。……その契約は商品の販売を制限しはし

ない。それは価格をつり上げるために，市場か

らの供給を抑えておくことを期待するものでは

ない。」と述べ，さらに，「その協定（agreement）

は最も必要とされる商品に関係するもの」
(20)

で

はないと判決した。

このような一連の「取引制限」をめぐって争

われた裁判において，州裁判所は「取引制限」
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が限定的でかつ公益に反しない限り，コモン・

ロー上合法として，企業合同（コンビネーショ

ン）を容認するよう姿勢を強めていった。

こうした判決が相次ぐ中，再びイギリスにお

いて，コモン・ロー原則の弛緩にさらに拍車を

かける事件判決が下った。1889 年に判決が下

された Mogul Steamship Co. v. McGregor Co.

事件がそれである。この事件は，船舶所有者が

海運組合（shipping conference）と称する連盟

（combination）を結成し，中国との茶取引を組

合員で独占し，他の競争者を排除しようとする

ものであった。そして，この目的を達成するた

め，組合員の所有する船舶を使用した荷送り人

に特別割引料金を認めるという協定を結んだ。

非組合員であった原告の Mogul Steamship

Companyは，連盟がコモン・ローに反して「公

正な」競争を妨げるよう共謀し，その結果，原

告は積み荷を奪われ損害を被ったとして，裁判

所に提訴したものであった。以上がこの事件の

あらましであるが，これに対して，裁判所は，

被告は「自らの取引の利益のために行われてい

る競争戦を，とことんまで推し進める以外のこ

とは原告に何も」しなかったと述べると共に，

しかし「他の人の財産あるいは取引に損害を与

えるように，通常の物事の経過の中で計算され

たこと，そして実際に他者に損害を与えること

を意図的にすることは，もし正当な動機あるい

は理由が無ければ，訴訟の対象となる。」と付け

加えた。そして，この基準に照らして被告は単

に自らの取引の利益を追求しただけであり，詐

欺，不正表示，脅迫等の不正行為を犯したわけ

ではなく，したがって，原告が訴えを起こす理

由はないとして，原告を敗訴とした
(21)
。

確かに，この判決はこのような協定自体を容

認したものではなかったが，これにより，公益

に反しない限り，他者が関連する事業に参入し

たり留まったりすることを物理的に妨害したり

阻止したりしない限り，あるいは競争を阻止し

たり，阻止しようとしたりするのでなければ合

理的であるという原則が強化され定着していっ

た
(22)
。言い換えれば，「独占」あるいは「独占の

企て」とは，他者の市場あるいは事業への参入

を妨害することを意味するようになり，した

がって「取引のチャンネルを他のものに閉ざす

ように作用しない価格，販売，生産における競

争を制限するための契約，協定，あるいは提携

（combination）は，『独占』あるいは『独占の企

て』として有罪」
(23)

とは見なされなくなったの

である。

こうして見てくると，コモン・ローに基づく

「取引制限」原則は，Thorelli が述べたように，

必ずしも「実際に独占を絞め殺すには決して効

果的な手段ではなかった
(24)
」ように思われる。

実際，イギリスの中世の商慣行を規制する目的

から発展してきたコモン・ロー上の「取引制限」

は近代的独占とは全く関係はなかったし，した

がってそもそもトラストがコモン・ロー上の「取

引制限」に抵触するのかどうかについては大い

に疑問とするところでもあった
(25)
。

しかし，その一方でアメリカにおいては，競

争を制限したり排除したりする目的で結成され

たいわゆる「トラスト」について，ウルトラ・

ヴィレス（ultra vires＝能力外）の法理に基づ

き無効とする法原則が，独占規制の有効な手段

として独自の発展を遂げることになる
(26)
。そし

て，このウルトラ・ヴァイレスの法理に基づき，

独占企業の活動の失効を言い渡したのが州政府

であった。州政府は，株式会社の認可権を独占

規制の有効な手段として用いたのである。以下

ではそれについて見ていくことにする。

州による株式会社規制権

建国以来，株式会社の大半は州政府の認可に

よって設立が認められたがゆえに，一方で一定

の条件の下で，認可が取り消されたり失効する
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場合もありえた。すなわち，⑴株式会社が一定

の期間内に事業を遂行できなかった場合，⑵認

可に際して定められた期間を満了した場合，⑶

株主による権利の自発的放棄，⑷裁判所や州政

府による認可の取り消しなどであった。例え

ば，鉄道会社が，定められた期間内に鉄道を完

成させることができなかった場合，認可取り消

しの根拠となりえた。また市街電車を建設する

目的で設立認可権を得た会社が，その計画の一

部を建設しただけで，長年にわたって電車を運

行しなかった場合，州は認可取り消しの手続き

に入ることができたし，裁判所も認可を取り消

す判決を下した
(27)
。その際，州が認可取り消し

の手段として用いたのが権限開示令状（quo

warranto）訴訟と言われるものであった。

シャーマン反トラスト法成立以前から，州政府

はこれを企業の独占や合同，共謀等の「競争制

限」行為を規制する手段として用いた。

従来，株式会社は州によって法人格が与えら

れたいわば「人工的創造物 artificial beings」で

あるがゆえに，認可の際に課せられた州の規制

に服することが当然のこととみなされていた。

つまり，認可された株式会社は，特許状に記載

された権限や目的以外の行為をすることが禁じ

られており，また州議会は株式会社を規制した

り，また規制する権利を留保しているものと考

えられていた。さらに，株式会社は，公共の福

利を行使するために州が有する権限（＝ポリ

ス・パワー）から免責されえなかった
(28)
。言い

換えれば，州政府は株式会社を認可する際，株

式会社が特権を濫用し，その目的以外の本来の

権限外である行為をした場合あるいは公益に反

すると判断された場合には，認可を取り消す権

限を有するものと見なされていたのである。こ

れがコモン・ロー上のウルトラ・ヴァイレスの

法理といわれるものである。実際，南北戦争以

前にはこの法理は厳密に適用され，裁判所は会

社の能力外の行為を無効と判決した。例えば，

1815年 Story連邦最高裁裁判官は，このことに

ついて次のように述べている。「議会によって

創造された私的な株式会社は，その濫用あるい

は権利不行使によって特権を失いうる。」
(29)

19 世紀半ばまで，株式会社の設立は，州議会

による議会の審議・承認を経て「特別立法」と

いう形で個別に特許状が交付されるという非常

に手間のかかる手続きを経なければならなかっ

たから，申請数の急増と共に 19 世紀半ば以降

大半の州で手続きの簡略化のために一般株式会

社法が制定された。これは一面からすれば，特

許状，特権，規制よって支えられていた従来の

株式会社制度の一般化・民主化に他ならず，従っ

てもはや株式会社は州政府によって創設された

特別な存在ではなくなったという事に他ならな

かったから，そうである以上，他のものと同等

の権利を享受できるようになるはずであった。

しかし，依然として多くの州会社法は，株式会

社による他の株式会社の株所有の禁止，州外で

の事業の禁止，あるいは他州で認可された株式

会社の州内での事業の禁止等を禁じていた。そ

して，認められた権限を逸脱した行為をした会

社は，権限開示訴訟という手続きを経て，会社

特許あるいは州内での事業の取り消しに処せら

れえたのである
(30)
。

連邦最高裁も，州権に基づくこ株式会社の規

制を承認した。その一例は，ニューヨーク州で

設立された生命保険会社がバージニア州内で営

業をする際，他州で設立された生命保険会社に

保証金を支払うことを命じたバージニア州法の

合憲性をめぐって争われた事件の中に見ること

ができる。すなわち，1868 年の Paul v.Virginia

事件において，原告は，合衆国憲法第４条で保

障された権利，「一州の市民は他のいずれの州

においても市民の全ての特権および免除を等し

く享有する権利を有する」と主張し，さらに連

邦政府は「諸外国との通商並びに各州間の……

通商を規定する」という憲法第１条第８節に基
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づき，州法の違法性を連邦最高裁に訴え出たも

のであった。これに対する最高裁判決は以下の

ようなものであった。「各州においてその市民

が享有する特権は，この規定（合衆国憲法第４

条）によって他州において保障されるものでは

ない。この規定は，ある州の法律を他州で運用

することを意図したものではない。明示的にせ

よ暗黙の内にせよ，それぞれの州の許可無くし

て，そうした法律は実施され得ない。」と述べる

とともに，次いで「保険証書の発行は，通商業

務ではない。保険契約は単に火災による損失を

補償する契約であり，……こうした契約は，言

葉のいかなる意味においても通商の問題ではな

い。それはそれに対する当事者から独立した実

在と価値を有する何らかのものとして市場に供

される取引と交換の対象でない。」と主張し原

告の訴えを一蹴した。

しかし，行論との関係上，むしろこの判決で

注目すべきは，株式会社の権利についての裁判

所の見解にあった。すなわち，株式会社は合衆

国憲法上の意味において「市民」ではないとし，

加えて「地域立法の単なる創造物である株式会

社は，それを創り出した主権の範囲以外では法

的存在ではあり得ない。……諸州は外国（＝州

外）企業を全く排除することができる。かれら

はその事業を特定の地域に制限することができ

るし，あるいは公益を最も良く促進できるとい

う判断の下で，州民との契約の遂行のために必

要と思われるそのような担保を課することがで

きる。全てのことは，彼らの裁量権にまかされ

る。」
(31)

と述べて，株式会社が州の管理下にあ

ることを改めて示した点にあった。連邦最高裁

のこうした姿勢は 1881 年の Greenwood v. Un-

ion Freight R. Co. 事件においても変わること

なく示された。すなわち「州議会が株式会社の

特許状を制定している場合，州議会にその修正

や取り消しをする権利を法規の中で留保してい

る条項は，契約自体の一部と見なされなければ

ならない」
(32)

と述べ，マサチューセッツ州側の

言い分を全面的に認めたのである。

このような連邦最高裁の態度は，州の反トラ

スト政策を勢いづかせた。1887 年から 1890 年

にかけて，６州が会社を相手取り権限開示令状

訴訟を起こし，州裁判所はトラストの無効を宣

したり，あるいは株式会社の解散を命じている。

具体的に 2 ∼ 3 の事件について見てみよう。

People v. North River Sugar Refining Co. 事件

（1890 年）はニューヨークで起こった事件で

あった。被告の North River製糖会社は他の数

社と提携を結び，製糖業の独占を図ったとして

起訴された。これを審理したニューヨーク州最

高裁裁判官 Finchは，Northern River精糖製会

社がニューヨーク州法に抵触の疑い有りとして

提訴された際，会社が「いわゆる『過剰生産』

と呼ばれるものを阻止するために市場への供給

を減らす目的で，砂糖の精製を止めてしまった。

……それは特許状によって付与された特権を無

駄にし誤用し，そしてその権限を悪用し，その

義務に不誠実であることを示した」と述べると

共に，「株式会社が提携事業（partnership）に

参加することは法に違反する」とも指摘し，同

社が特許によって認められた権限を逸脱してい

ると判決した
(33)
。

People v. Chicago Gas Trust Co. 事件は，シ

カゴ市にガスを供給していたガス会社数社が競

争の激化を避けようとトラスト結成したことに

端を発した事件であった。これに対して，イリ

ノイ最高裁裁判官のMagrunderは以下のよう

な判決を述べ，同社の解散を命じている。「株

式会社が結成された……目的は，……合法的目

的でなければならない。被上訴人はシカゴある

いはイリノイのガス会社の持分をすべて購入し

取得する目的で組織された限り，合法的目的で

組織されたのではない。そして，そのような目

的を達成するためになされたあらゆる行為は，

違法で無効である。
(34)
」と，同社の事業が州に
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よって認められた権限を逸脱するものであるこ

とを指摘した。また，「独占を創り出すような

ものは何であれ，公益に反するがゆえに違法で

ある。
(35)
」とも付け加えて，イリノイ州法に明確

に違反しているという判決を下した。

State v. Nebraska Distilling Co. 事件も同様に

権限開示令状に基づき州が提訴した事件であっ

た。州裁判所は，ネブラスカ蒸留酒製造会社が，

違法とされる企業提携を結び生産量を制限し，

また多くの蒸留酒工場を取り壊して，競争を排

除し独占を企てることを目的としていると断

じ，「独占を創り出すいかなる契約も公益に反

し，無効である」と述べると共に，「株式会社は，

その存在を認められた特許状によって，付与さ

れた事を除いて権限を行使することはできな

い」，あるいは同社から「トラストへの（権利の）

譲渡は，特許状によって付与された権限を越え

るものであって，法規によって同社に与えられ

た権限に違反した。
(36)
」という判決を下し，トラ

ストの解散を命じた。この他にも，三州で権限

開示令状に基づく裁判が起こされ，いずれも州

政府側の勝訴に終わっている
(37)
。

シャーマン法の成立以後においてさえ，連邦

最高裁は依然として株式会社に対する州の規制

権を容認する判決を繰り返し繰り返し下した。

1895年に判決が下された United States v. E. C.

Knight Co. 事件がそれであり，また 1900 年の

Waters-Piece Oil Company v. Texas事件がそれ

であった。1895年の事件は，アメリカ精糖会社

が他の４つの砂糖精製工場を持ち，その結果同

社がアメリカの砂糖市場の 98％を支配する独

占にあたるとして，連邦政府がシャーマン反ト

ラスト法に基づき起訴したものであった。アメ

リカ精糖会社側は，砂糖精製は州際通商に属さ

ないがゆえに，シャーマン法に抵触しないと主

張したのに対して，政府は砂糖はアメリカ市民

の生活必需品であり，砂糖の全国的消費には州

際通商は不可欠であるとして，政府はこの独占

を排除する権利を有すると主張した。これに対

する連邦最高裁判決はアメリカ精糖会社の独占

を認めつつも，連邦政府は「製造業」を規制す

る権限がないがゆえにシャーマン法の適用はで

きないとするものであった。この判決文を起草

した Fuller首席裁判官は，州内独占全般にわた

る規制は州のポリス・パワーの一部に属するも

のであって，したがって製造業に対する規制は

州政府の権限に属するとし，次のように述べる。

「通商は製造の後に続くけれども，その一部で

はない」。Fullerは砂糖製造工程のみを独占し

ているアメリカ精糖会社は連邦の権限外である

と判決したのであった
(38)
。

1900 年の事件は，テキサス州反トラスト法に

違反する取引上の競争を制限する違法な合同を

したとして，州内での事業を取り消された企業

からの上訴によって連邦最高裁にもたらされた

ものであった。企業側は，テキサス反トラスト

法は契約の権利を制限し，資産あるいは合衆国

憲法修正第 14条によって保障された自由を奪

うと述べて，その違法性を訴え出たものであっ

たが，これに対して連邦最高裁は「株式会社は

法の創造物であり，その（株式会社の）権限の

どれも（株式会社）本来のものではない。その

ような権限はまさに会社法が株式会社に対して

行ったものであり，法律が認める方法でのみ行

使できるものである。言い換えれば，州が株式

会社の目的と，その目的を行使する手段を定め

る。目的と手段は州の管理に服する。このこと

は州内企業（domestic corporations）に関して

あてはまる。それは州外企業（ foreign cor-

porations）に対しても広範に適用される」と述

べ，シャーマン法制定以前の見解を改めて披露

したのであった
(39)
。

しかし，何と言っても株式会社に対する州政

府の強力な規制権を容認した判決は，1909 年の

Hammond Packing Company v. State of Arkansa

事件であろう。この事件はイリノイで設立され
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た Hammond 食肉加工会社が，アーカンソー州

反トラスト法に抵触したとして，州最高裁にお

いて１万ドルの罰金を科せられたのを不服とし

て連邦最高裁に上告したものであった。同社の

罪状は，トラストの一員に加わり食肉の価格を

維持しようと企てたものであったが，これに対

して同社はトラストはアーカンソー州内で結成

されたものではなく，したがってこの理由で罰

するのは州権を越えるものであり，憲法修正第

14条の「法の適正な手続き」に反すると訴えた。

これに対する連邦最高裁裁判官Whiteは多数

は意見を代弁して次のように述べる。アーカン

ソー反トラスト法は「単に，州の内外で株式会

社が（州法が禁じた）列挙された行為を行った

後には，同州内で事業を続けることを禁じたに

過ぎない。……州は，その州内で外国企業（＝

州外企業）が事業を行うことを拒む絶対的な権

限を持っているので，……州外でなされた行為

のゆえに州内で事業を続ける事を禁じること

は，それでも州の管轄権内の問題として妥当な

権限の行使であるということになる」。

また，いかなる州も契約上の債務を損なう法

律を制定できないとする合衆国憲法第１条第

10項に違反するという訴えに対しても，次のよ

うに述べる。

特定の事業を行う権利が承認されたからと

いって，それは州から合法的なポリス権限

（police authority）を奪うものではないし，

したがって事業を行う特許状は，後に公益の

ための採択されるであろう合理的なポリス規

制に従って，特許状によって与えられた権限

を行使する義務によって本来与えられたので

ある。さらに，州はその憲法の下で，州よっ

て与えられた特許状を取り消し変更し修正す

る留保権を持っていることは疑いを差し挟む

余地はない
(40)

連邦最高裁は同社に罰金刑を言い渡した。す

なわち，会社は他州での価格設定に参加した事

によってではなく，州内での営業活動をする際

に求められる適格条件――国内で価格設定に参

加しないという条件――に違反した廉で罰金が

申し渡されたのであった。この判決は，1909 年

の段階においてもなお，株式会社に対する州の

絶大な管轄権を全面的に認めたという点におい

て重要な意義を有する判決であった。

確かに，一般株式会社法の普及は，権限開示

令状に基づく訴訟の適用範囲を次第に狭めて

いった。例えば，株式会社が認可された事業以

外の事業に参入することが，本業をより効果的

に行うために必要であることを示すことができ

るのであれば，一般的に認められるようになっ

ていった。一例を挙げれば，1896年連邦最高裁

は，乗客や従業員の便宜を図るためとして，鉄

道会社がホテル経営に手を出すことを容認し

た。すなわち「鉄道会社の契約権は計画された

一般的目的に限定されているように思われる

が，主要な事業に付随的な補助的な，あるいは

所有することが承認された資産の維持・管理に，

そして輸送する義務を負っている乗客の安全と

快適さに有益となる多くの取引がある。裁判所

は，州議会で禁じられてなければ，認可された

権限内で会社の成功を促進し，そして鉄道を

使って旅行する人々の快適さに資するように権

限を行使することに好意的な解釈をすることが

許されるだろう」と述べた
(41)
。しかし，その一

方で 19 世紀末のポピュリズムや革新主義によ

る反独占運動の高まりは州政府を動かし独占規

制に向かわせ，その効果的な武器としてウルト

ラ・ヴィレスの法理が用いられたのである。連

邦最高裁もこの法理に基づく州の独占規制を擁

護し続けた。その結果，州が反トラスト政策を

効果的に実施する十分な余地が生じたのであ

る
(42)
。以上のように権限開示令状訴訟に基づく

独占規制の事例は，シャーマン法制定以前に州
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政府が独占規制に果たした重要な役割の一端を

示していた。

また，州司法当局の訴追によるものではなく，

個人の提訴による事件も 19 世紀末に数多く発

生していた。Thorelli は，反独占を考える上で

私的訴訟事件の方がより重要であるとさえ述べ

ている
(43)
。実際，1870 年以前のこの訴訟数は

130件を越えなかったが，1870 年代に 50件以

上，1880 年代には 70件以上，1890 年代にはほ

ぼ 150件以上，1900 年代にはほぼ 200件，1910

∼ 1914 年の間には 100件と 19 世紀末から 20

世紀初頭にかけて急増した
(44)
。このような私的

訴訟事件に対する裁判所の判決は，概して競争

の制限を企てた企業に対して厳しいものであ

り，その結果「アメリカの産業界が，当時のド

イツ型の一般的なカルテル化に陥ること阻止し

た主要な要因の一つ」
(45)

となったとさえ言われ

るのである。

州際通商に関る企業に対する州規制

独占的行為を行った企業の活動が州内に留ま

る場合には，州政府は権限開示令状訴訟といっ

た手段を通じて規制することも可能であったけ

れども，州際領域に拘わる独占行為の規制に関

してはどうであったのだろうか。州政府による

独占規制権は州外に及ばなかったがゆえに全国

的規模で展開する独占企業の規制には無力であ

り，それゆえに連邦反トラスト法の制定が急務

であったという事が夙に人口に膾炙されてい

る
(46)
。確かに州際通商の領域は連邦権に帰属し

本来州権の及ばぬところではあったが，しかし

州権は間接的に州際通商に拘わる領域にさえ一

定の影響を及ぼすことができたのである。具体

的な例を挙げよう。1910 年の Standard Oil Co.

of Kentucky v. Tennessee事件において，州裁判

所が 1903 年のテネシー反トラスト法に基づき

違反企業を州外に追放するという判断を下した

とき，被告はこれが州の認められていない州際

規制にあたると反論し，連邦最高裁に提訴した

が，連邦最高裁は全員一致で州裁判所判決を支

持した
(47)
。すなわち，被告はテネシー州 Gallatin

の商人達にペンシルベニアから出荷してくる競

争相手の石油を購入しないように圧力をかけ，

州内の石油価格をつり上げようとした。こうし

た行為に対して，連邦最高裁裁判官Holmesは，

州政府は本来州際通商の分野に介入できないと

いう憲法上の制約があるからといって，州法が

「たまたま……州際通商上の障害を取り除くか

もしれない（したがって，このことは州際通商

分野への介入を意味することになる……折原）

という単なる事実は，それを無効にするもので

はない」，あるいは「取引が州際通商上の取引に

関連しているからといって必然的に州際通商で

あるとはいえない」と判決し，州政府の裁量権

の大幅な拡大を容認する態度を示したのであ

る
(48)
。このような連邦最高裁の態度は，当然に

も州政府の反トラスト政策をより効果的なもの

にしたのである。

ミシシッピー州も同様に，スタンダード・オ

イル関連の裁判において，州外企業が州内通商

を独占しようと共謀したとして，ミシシッピー

州反トラスト法に基づき裁判に持ち込んだ。ス

タンダード・オイル側は，これは州際通商に当

たると反論したが，州最高裁は単に州内で販売

した商品は州外で生産されたということだけ

で，当該企業は州反トラスト法を免れ得るもの

ではないとし，以下の判決を下した
(49)
。

いかなる石油もミシシッピー州内で生産さ

れたものでもなく，そして同州内においてス

タンダード・オイル・オブ・ケンタッキーに

よって販売され配送されているあらゆる石油

が，他州から移入されていることは明らかで

ある。しかしながら，こうしたものの販売と

配送は……石油製品が同州内のこの会社に
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よって受け取られ，州内の資産全体（gener-

al mass of property）に組み込まれるように

なった後になって行われる。したがって，そ

れらは州内通商を構成し，州法によって統治

される。なぜなら，それはある州の市民によ

る他州の市民に対する販売の対象であるとい

う事実，したがって，それがある州から他の

州へ輸送されたという事実を根拠として州際

通商の一つとされる商品は，輸送が完了し，

目的地となる州内の資産全体と混ぜ合わされ

その一部となったときに，そのような性格を

失うからである
(50)
。

こうして，州際通商を口実に巧妙に州反トラ

スト法を免れようとする独占企業に対して，州

法は一定の抑止効果を発揮したのである。

州裁判所はスタンダード石油に関連して，州

外の石油販売業者が購入者に対して競争相手の

商品を店に置くことを禁じた販売契約を結ばせ

たり，あるいは購入者の行動を制約するような

地域制限や再販売価格維持の条項を含むような

垂直的制限を設け，それによって契約違反を犯

した購入者を訴えた場合，契約上の責任を免じ

た。販売と出荷自体は州際通商の一部と見なさ

れたが，付帯する地域的制限は州際通商の一部

とは見なされず，州反トラスト法の下で無効と

された契約は，全体として法的効力を持たず実

施不可能と宣せられた
(51)
。

州の反トラスト政策を承認した連邦あるいは

州裁判所のこのような一連の判決も，また企業

の独占運動に歯止めをかける大きな余地を州政

府に依然として残していたのであった。

州反トラスト法と憲法修正第 14 条

こうして見てくると州による独占規制政策が

一定の実効性を持っていたことは明らかであっ

た。しかし，多くの州がコモン・ローを採択し，

それに則り州法を制定・運用してきたとは言え，

各州の州法は経済的条件や歴史的背景などの相

違によって，州毎に独自の発展を遂げてきた。

それは，それぞれの州法を全体として見れば，

多様で統一性を欠いた法規の雑多な集合に他な

らなかった。一例を挙げれば，イリノイ州は「生

産者あるいは飼育業者の手元にある農産物ある

いは家畜」に反トラスト法を適用しないと規定

した。同様の規定はインディアナ，ルイジアナ，

ミシガン，テキサスの各州にも存在した。また

カリフォルニア州においては，農業団体を反ト

ラスト法の適用を除外したのみならず，農業団

体が扱う商品の輸送業者・販売や配送業者も適

用対象から除外した。ウィスコンシン州は労働

組合あるいは労働団体を州法の適用から除外

し，同様の規定は，ルイジアナ，モンタナ，ミ

シガン，カリフォルニア，コロラドの各州にも

存在した。マサチューセッツ州においては，労

働時間の削減，賃上げあるいは労働条件の改善

等を求めて，労働者が団結したり協定を結んだ

りすることは違法とは見なされなかった
(52)
。

しかし，多くの州が各州の実情に即した，い

わば「州益」保護のために，特定の職業をその

適用から除外した独自の反トラスト法は，やっ

かいな問題を引き起こした。すなわち，州法に

違反した廉で有罪判決を下された企業が，州法

がそもそも合衆国憲法に抵触するとして，連邦

最高裁に持ち込むケースが増えていったのであ

る。1886年のサンタクララ事件判決は，合衆国

憲法修正第 14条「法の適正な手続き」条項を株

式会社にも拡大し適用されると解釈した画期的

な判決として夙に有名であるが，諸州の特定の

職業を規制対象から排除した反トラスト法もま

た，同様に合衆国憲法修正第 14条の「法の下で

の平等な保護（equal protection of law）」規定

に抵触する「差別」として裁判所に盛んに提訴

されることになる。

1901 年の Connolly v. Union Sewer Pipe
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Company事件は，イリノイ反トラスト法が合

衆国憲法修正第 14条に抵触するかどうかにつ

いて，連邦最高裁がその見解を開示する最初の

事件となった。この事件は，オハイオで設立さ

れイリノイで事業を行っていた下水管パイプを

扱う会社がイリノイ反トラスト法及びシャーマ

ン法に違反するとして，購入契約を結んだ人物

が契約を反古にしようとした事件であった。こ

れに対して会社側は，イリノイ法が合衆国憲法

修正第 14条に違反するとしてイリノイ法の無

効を訴え出たものであった。この事件を扱った

Harlan 裁判官は次のように述べる。

もし，原告の株式会社と他の訴えられた株

式会社，個人，あるいは合資会社（company）

……との間の契約が連邦法の下で違法なら

ば，その時はそれと直接関係している人物，

株式会社あるいは団体全ては，連邦議会に

よって規定された罰則に従うことになる。し

かし，同法は……そのような合同（com -

bination）によってなされた販売を違法とも

あるいは無効とも宣していない。……購入者

は，販売者が連邦法によって規定された意味

において，（取引が）制限されあるいは妨害さ

れた違法な合同であるという理由で，購入契

約を拒否することはできない
(53)
。

Harlan 裁判官は，連邦法に違反するという

被告の訴えを一蹴した後，1893 年イリノイ反ト

ラスト法の吟味に入る。問題とされたのは同法

第９章「当法の諸規定は生産者あるいは飼育業

者の手元にある農産物あるいは家畜には適用さ

れない」という規定であった。かれは言う。同

法の下で「農産物生産者と家畜飼育業者を除い

た全ての者が，同法で挙げられている何らかの

目的のために資本，技能，あるいは行為を結合

した場合，罪人として処罰されるのに対して，

農業者と家畜飼育業者は……同法の適用から除

外され，合同することができる。……一般的に

言えば，州は法律を制定する際，公共目的に役

立てるために裁量的に個人，企業，株式会社そ

して団体を区分すること」はできるが，その分

類は「常に法との関係で合理的で適切な関係を

持った相違に基づかなければならず，……恣意

的になされたり根拠無しで行ってはならない。

……憲法修正第 14条で求められた平等の保護

はこれを禁じている」。そして「もし資本，技能

あるいは行為の合同――それによって，商品の

売買について，もっぱら彼らの利益のために価

格をコントロールし設定できる――が公益に有

害で抑制されなければならないとするなら，な

ぜ農産物や家畜についての同様の合同が有害で

ないというのかは理解不能である。」
(54)

と続け，

イリノイ法が憲法違反であると判決した。この

判決は，諸州が「州益」を考慮しつつ裁量的に

反トラスト法を制定し運用しようとする機運を

幾分鈍らせたかのように思われたが，その後に

続く類似の事件に対する連邦最高裁判決は，必

ずしも州法に厳しいものとはならなかった。

Connolly事件から三年後，アイオワ州法の違

憲性をめぐって争われる事件が連邦最高裁にも

たらされた。Greenwich 火災保険会社は，料

金，手数料，取引事業方法に関しての合同を禁

じたアイオワ州法は，憲法修正第 14条の意味

において，会社からその資産と契約の自由を

奪っていると主張した。これに対する裁判所の

態度は素っ気ないものであった。「契約の自由

を制限する多くの州法は，当裁判所で支持され

てきたし，したがって，それが自由を制限して

いるという一般的理由で同法に意義申し立てを

することは支持され得ない」
(55)
。保険会社の主

張は全面的に退けられた。

前 出 の如く Standard Oil Company of

Kentucky v. Tennessee事件（1910 年）も，1903

年テネシー反トラスト法が憲法違反に当たるし

て，スタンダード石油会社側が連邦最高裁に提
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訴したものであったが，あえなく会社側の敗訴

に終わった事件であった。

1912 年に判決が下された Central Lumber

Company v. State of South Dakota事件も会社側

に厳しい判決が下された事件であった。この事

件は，日用品を製造したり販売したりする者が，

同業者との競争を排除する目的で，製品を州内

の一地域で他地域よりも安く販売することを禁

じた 1907 年サウス・ダコタ州法第 131条の規

定が「差別」に当たり，したがって合衆国憲法

の「法の下の平等の保護」に抵触すると訴え出

たものあった。木材会社側は，「ある地域で製

品を他地域よりも安く販売することを罰するの

は，事実上二カ所で……営業している業者を選

び出すことであり，実際には独立の業者のため

に，鉄道沿線上に幾つかの木材置き場を有する

者を狙った一撃」に他ならなず，「それは，彼ら

が好きなように取引をする自由を不当に制限す

る」と主張した。これに対する裁判所の見解は

「サウス・ダコタ議会は二カ所で販売している

者は，その機会を（他の業者の営業の）妨害的

に利用し，そうした利用は有害であると判断し

た」のであり，また「憲法修正第 14条は，特定

の性質の州法を禁じていない」と述べ，木材業

者の主張を退けた
(56)
。

1914 年の International Harvester Company

of America v.Missouri事件も，またミズーリ反

トラスト法の規定が合衆国憲法と抵触するとし

て提訴された事件であった。この事件のあらま

しは，ミズーリで営業特許を得て農機具を製造

販売していた Milwaukee Harvester 社が数社

と合同し，International Harvester Company of

New Jerseyを組織し，同州での独占を図った

事を理由に，ミズーリ州当局により権限開示令

状訴訟を起こされ，企業の営業権の取り消し命

じられた事件であった。会社側は，同法の対象

を製品の製造業者や販売業者に限定し，労働者

の合同を対象外としているのは憲法違反に当た

るとして，連邦最高裁に州法の無効を訴え出た。

これに対する裁判所の応答は，憲法修正第 14

条は州があらゆる競合する会社の合同に反対す

る政策を排除するものではないとし，また州議

会で行使できる（職種による）区分（classi-

fication）の権限はひじょうに広範囲に及び，単

に不平等だからという理由で，憲法上の平等規

定に違反するとしてこの区分を無効とは言えな

いというものであった
(57)
。企業側の主張は全面

的に退けられた。こうして，州法による「差別」

の禁止を謳った Connolly判決の公式的見解は，

州によって拒否され，連邦最高裁も州の立場を

支持し続けた
(58)
。

こうして見ると，州の反独占政策が全く無力

であったかのような見解には，にわかには首肯

し難い。ではなぜ州の反独占政策が次第に実効

性を失っていったのだろうか。この一因は，や

はり「州益」を優先して制定された独自の州法

自身に中にあったと考えるべきではないだろう

か。「州益」を優先して独自の会社法を制定し

たという点で，1889 年にいち早く持株会社法を

制定したニュージャージ州が傑出していたと言

えるだろう。この影響力は絶大で，ニュー

ジャージに「州益」に適う企業を奪われること

を恐れた各州は次第に州外企業への規制を緩

め，株式会社の設立の自由化を一層推し進める

結果をもたらし，独占規制を弱体化させる一因

を生み出したのである。とまれ，19 世紀末から

20 世紀初頭にかけての合衆国初期反独占政策

に果たした州の役割の意義は，以上のことから

も明らかであるように思われる。

終わりに

本稿の目的は，従来あまり顧みられることの

無かった州による反独占政策を明らかにするこ

とにあった。繰り返しになるが，従来の反独占

政策研究はもっぱらシャーマン反トラスト法の
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制定以後が対象とされ，その前史あるいはそれ

と同時に進行していた州の反独占政策は全く看

過されてきたといっても良い。しかし，シャー

マン反トラスト法自体が，当初シャーマン自身

によって語られたように，州政府が営々と創り

上げてきた独占規制政策を「補完」するものと

して企図されたものであるとするならば，そも

そも州の反独占政策とはどのようなものだった

のか改めて検討する必要があろう。また，これ

もしばしば指摘されることであるが，初期の独

占規制政策がコモン・ローに基づいて実施され

てきたというのであれば，それではそもそもコ

モン・ローに基づく独占規制とはどのようなも

のであったのか，こうした点についても検討す

る必要があるのではないかというのが論者の主

張である。本稿は，こうした問いに対する一つ

の試みである。

コモン・ローに基づく独占規制は「取引制限」

規制として次第に発展を遂げ，19 世紀末独占形

成期には数多くの判決を通じて一定の原則が確

立されていった。しかし，コモン・ローの「取

引制限」規制は，次第に影響力を増してきた「取

引の自由」や「契約の自由」といった潮流の前

に後退を余儀なくされ，その実効性は疑わしい

ものになりつつあった。その一方でウルトラ・

ヴァイレスの法理はアメリカにおいて独自の発

展を遂げ，州政府はこれを独占規制のための有

力な武器としてフルに活用することになる。州

政府はこの法理に基づき権限開示令状訴訟を起

こし，独占企業を起訴して大きな成果を挙げる

ことができし，場合によっては，本来州際通商

と目される領域にまで，州政府の規制を及ぼす

ことができたのである。こうして見ると，しば

しば言及されるように州の独占規制は不十分で

実効性に乏しかったがゆえに，連邦による独占

規制は求められるようになったという見解はい

ささか疑問にさえ思えてくる。州の独占規制

は，当初むしろ効果的に機能していたとさえ言

えるのではないだろうか。シャーマン法自体が

独占規制には不十分であると認識されていたこ

とを勘案すれば，なおさらのこと州による規制

が不十分であったがためという見解はにわかに

首肯し難い。

しかし他方で，各州が州益を優先する独自の

州法の下で発展した独占規制策は，州毎に全く

異なる多様な諸法を生み出していった。その結

果，全国的規模で統一的な反独占政策を打ち出

すことがますます困難になり，連邦による統一

的な独占規制がますます求められるようになっ

ていったこともまた事実であった。また，こう

した事態に拍車をかけたのが，1889 年のニュー

ジャージ州で制定された持株会社法であった。

各州は州外企業を厳しく規制することにより

ニュージャージに有益な企業を奪われることを

恐れ，次第に株式会社の設立の一層の自由化に

向かって歩を進め始めていた。このような動き

が，やがて州の反独占政策を次第に実効性の乏

しいものにしていき，連邦政府が全面に出てく

ることが強く待望されるようになっていったの

である。
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