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はじめに

1890 年シャーマン反トラスト法が成立する

前年，ニュージャージ州が持株会社を容認する

一般株式会社法を成立させたことはよく知られ

ている。連邦政府が本格的に独占規制に乗り出

そうとする矢先に，このような州法がニュー

ジャージ州で成立していたことは，連邦反独占

政策の効果を著しく損なうものであった
(1)
。こ

れにより，反トラスト法に抵触することを恐れ

たスタンダード石油，ナショナル索具，ユナイ

ティッド・ラバー，アメリカ綿実油，アメリカ

精糖等々の初期の巨大会社は，相次いでニュー

ジャージ州に株式会社を設立した。さらに，E.

C. ナイト事件に対する 1895 年の連邦最高裁判

決はニュージャージ州法を容認し，その結果持

株会社化による企業合同・合併が著しく促進さ

れたことも夙に指摘されている
(2)
。ニュー

ジャージ州は，以後も会社法を幾たびか改正し，

積極的に会社の誘致に乗り出していく。とりわ

け 1896 年の改正会社法は，後述するように企

業弁護士ディル（James B. Dill）によって念入

りに仕上げられたもので，企業に「明確で，単

純で，統一的な」会社法を提供することに成功

した。これにより，19 世紀末から 20 世紀初頭

にかけて大きな企業合併の波が起こるが，その

大半がニュージャージ州内での企業設立に結果

したのである
(3)
。

19 世紀末は，独占企業への批判が一段と高ま

り，シャーマン法以前にも，既に幾つかの州が

独自の独占禁止法を持っていたし，また他州に

おいても独占規制を強化し始めていた時期で

あったがために，企業の合併・合同を容認し，

むしろ促進・奨励するような州法を制定した

ニュージャージ州は「裏切り者 traitor state」

という罵声さえ浴びせられることになったので

ある。

ところで，それではなぜニュージャージ州は，

大勢に抗してこのような州法を成立させたので

あろうか，同州はどのような経緯でこのような

悪名高い会社法を制定するに及んだのであろう

か，こうした点について究明した研究は，管見

の限りわが国では皆無に等しい。しかし，幸い

なことに米国において，この分野における有意

な研究成果が既に幾つか発表されている
(4)
。本

稿はこうした研究を手懸かりに，ニュージャー

ジ州の会社設立に関する初期からの諸法を辿り

ながら，19 世紀末の大企業合同の引き金となっ

た 1896 年のニュージャージ州会社法成立まで

の経緯を辿り，ニュージャージ州がどのような

経過を経て会社設立に極めて寛大な会社法を制

定するに至ったのかを明らかにすることにあ

る。

１．特別法の時代（1791 ∼ 1845 年）

ニュージャージ州は 1875 年に州憲法の改正

を行い，特別特許状による株式会社の設立を全

面的に撤廃した
(5)
。以後，ニュージャージ州で

の会社設立は新たな時代に入っていくことにな

るが，それ以前においては，大別して，会社設

立は議会が個別の会社設立の申請案件に対して

49名城論叢 2010 年６月



審議し設立特許状を公布する特別特許状（＝特

別法）の時代と，1846 年に成立した同州最初の

本格的な一般会社法の下での会社設立と，従来

の特別法に基づく会社設立とが併存していた時

代に区分できる。まず 1845 年まで続いた特別

法の時代から概観することにする。

周知の如く，ニュージャージ州は，合衆国初

代財務長官ハミルトンの構想の下に，建国間も

ない 1791 年に早くも同州最初の株式会社であ

る「ニュージャージ有用工業設立協会 the

Society for establishing useful Manufactures」

を設立した
(6)
。同協会に対して，州は 36平方マ

イルに及ぶ土地の所有権を与え，さらに収用権

を付与した他，会社資産に対しては 10 年間の，

財，利潤，動産に対しては恒久的免税を約し

た
(7)
。しかし，その後 1809 年まで他の製造業に

会社設立特許状が付与されることはなかっ

た
(8)
。1807年の出港停止令とそれに続く第二次

米英戦争期（1812∼ 14年）にかけて，輸入品が

途絶する中で，ニューヨーク州が 1811 年に織

物，ガラス製品，金属製品，塗料等の製造業を

対象にその発展を奨励する狙いで合衆国最初の

一般株式会社法を制定したことは夙に知られて

いるが，ニュージャージ州でも，同様の趣旨で

一般株式会社法を制定する動きが起こった。そ

して 1816 年に特定製造業に対する一般会社法

が制定されたが，これは５年の時限立法に過ぎ

ず
(9)
，営利企業のための恒久的な一般株式会社

法が成立するのはずっと後のことになる。この

間ニュージャージ州における株式会社設立は，

もっぱら議会の特別法によってのみなされ

た
(10)
。因みに 1800 年から 1845 年にかけて認可

された会社設立特許数は，1800 年から 1810 年

の 10 年間は 43 件，1811 年から 1820 年にかけ

ては 65 件，1821 年から 1830 年にかけては 82

件，1831 年から 1840 年にかけては 174件，最

後の５年間は 58 件であった。職種別では製造

業が 118 件と圧倒的に多く，次いで有料道路 51

件，銀行 42 件，鉄道 35 件などとなっている。

この時期，一般製造業と並んで州内開発事業関

連の株式会社が多数設立されていたことがわか

る
(11)
。

概して，19 世紀前半は東部諸州が競ってイン

フラ整備のために多額の州財政資金を投入した

時代であった。その先鞭を切ったのがニュー

ヨーク州であり，エリー運河の建設に多額の州

財政資金を投入し大きな成功を収めると，他州

も競って運河のみならず，道路，橋架，艀，鉄

道等のインフラ整備に邁進することになった。

ニュージャージ州も同様に州内開発事業に熱心

な州の一つであったが，他州との大きな違いは

州が財政的支援を行わなかったことであった。

1830 年，ニュージャージ州議会はキャムデン・

アンド・アンボイ鉄道会社（Camden & Amboy

Rail Road and Transportation Company）を認

可し，以後同州にも本格的な鉄道時代が訪れる

が，同州は鉄道投資を誘致するために鉄道に寛

大な税制措置を与えたり，投資家からの資金を

得易くしたりする等の優遇措置を講じたが，直

接的な財政支援は一切行わなかった。州政府に

よる直接的な財政支援よりも，特権付与によっ

て州益に適う企業を誘致する政策は，早くもこ

の時期に確立されたのであった
(12)
。このため，

1837年に合衆国を襲った恐慌によって財政難

に陥いると，少なからざる州が州内開発事業か

らの撤退を余儀なくされることになるが，同州

はその影響を受けるどころか，逆に同社からの

通行税収入に支えられて，1848 年から南北戦争

期まで州民は納税負担を一切免れることさえで

きたのであった
(13)
。こうした通行税を納める鉄

道はほんの数社に限られていたが，財政支出の

69％が鉄道の配当と課税によって賄われた
(14)
。

ニュージャージ州は，隣接諸州が恐慌の後遺症に

苦しんでいる状況を目の当たりにして，寛大な会

社設立特許権の付与が州財政に良好な結果をも

たらすことを，この経験から学んだのである。
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２．一般株式会社法と特別法に基づく会

社設立併存の時代（1846 ∼ 1876 年）

個別の州議会の立法を経て，一部の者にのみ

有利な特権を付与する特許状公布という形で行

われていた会社設立認可は各州で行われていた

が，これは競合する会社設立の阻止や排除を招

き，次第に州の産業発展の障害になり始めてい

た。また一部の者のみを優遇する独占的権利の

付与は公益に反するとして州民の批判にも晒さ

れることにもなった
(15)
。この結果，多くの州で

特別特許状の公布に際して一定の制限を設ける

ようになっていった。例えば，1821 年のニュー

ヨーク州憲法は，会社設立に際しての特許状付

与，継続，変更，更新に州議会両院の３分の２

の賛成を必要とすることを求めたし，同様の規

定は，デラウェア（1831 年），ミシガン（1837

年），フロリダ（1838 年）においても設けられ

た
(16)
。このようにして，1844年までに６州が特

許状を公布する議会の権限に対して憲法上の制

限を課すようになっていった。

ニュージャージ州においても，1830 年代中

頃，民主党の一部急進派であるロコフォコ派が，

株式会社設立を「独占」として厳しく批難し，

特別立法による会社設立に反対する政治的キャ

ンペーンを繰り広げた
(17)
。しかし，一方で 1837

年恐慌のからの回復期に，株式会社形態は企業

金融に不可欠のものという認識も深まり，反対

派も次第に株式会社の設立に対する規制法の制

定か，あるいは一般株式会社法の制定によって，

批判の多い「特権」の独占に終止符を打つかの

方向に転じていった
(18)
。このような時代背景の

下に成立したのが，1846 年の一般製造業法で

あった
(19)
。同法は，合衆国初期の広範囲の業種

に及ぶ一般法の一つであり，州内でいかなる分

野の製造業であれ，それが違法なものでない限

り，「営業のために株式会社を組織すること」を

合法とするものであった。また州憲法で制限さ

れない限り，会社の永続性が認められ，「株式会

社の目的が必要とするような不動産や動産を，

それが特許状で制限された額を超えない限り，

保有・購入・譲渡」などを合法化するものであっ

た。さらに，議会は特許状の条件を変更できる

権限を保持していることが明記された。この

1846 年法の後，さらに 1847年には相互預金銀

行（mutual savings association）を奨励する法

律が，1848 年には 1846 年法を鉱業に拡大・適

用する法律が，1849 年にも相互貸付会社

（mutual loan and building associations）の設

立を奨励する法律などが次々に制定された
(20)
。

しかし，1846 年法は適用範囲が製造業に限ら

れ幾分厳格に過ぎるという声が議会内で起こ

り，1849 年に製造業のみならず鉱業，機械，農

業，化学などの諸産業にまで拡大する法律が通

過する。これにより幾分規定も緩和されるが，

債務と資産報告は毎年公表する事が求められ，

資本金総額を越える債務は行えなかった。事業

は州内で行わなければならず，また重役会は，

株主総会と同様に州内で行うことが義務付けら

れてた
(21)
。しかし，1849 年法は，議会から特許

付与の独占的権限を奪ったという点で，伝統的

な会社法設立手続きに大きな変更を加えるもの

であった。同法以後，法律に規定された種類の

株式会社は，州務長官に会社設立の目的を記し

た告示書を提出さえすればよくなったのであ

る
(22)
。

1850 年代，ニュージャージ州は一般法制定に

向けての動きは最初のピークを迎える。まず，

1850 年に一般銀行法が通過すると，1852 年に

は不動産，有料道路あるいは保険等の会社設立

に関する３件の一般法が相次いで成立した
(23)
。

加えて，同年に輸送業や波止場の建設業，干拓

事業などの業種に 1849 年一般会社法が拡張さ

れた
(24)
。さらに，1853 年には電信業務，1854年

には水運業，そして 1855 年には造船業に関す

る一般法規が各々制定された
(25)
。1857 年には
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Mercer郡，Hunterdon郡，Gloucester郡にの

みに適用を制限するといったやや特殊ではるが

製造業用の建物を建設し，それを貸付あるいは

販売したりする企業の設立を認める法律が制定

された
(26)
。

同法の制定以後，1850 年代の一般制定法の動

きはひとまず鎮静化していくが，50 年代に起っ

た一連の一般法の動きは，特別法に基づく会社

設立を「独占」と強く批難した民主党の意向が

強く働いていたと言える。例えば，1851 年に知

事に就任したフォート（George F. Fort）は，就

任演説の中で「特別な特権や独占を求めるあら

ゆる申請は，廃棄されるべきである。慎重に立

案された同種の業種を対象とする一般法が制定

され，それによって，適切な制限と保証の下で

全ての市民が提供される利益を享受できるよう

にすべきである。」と述べている
(27)
。彼は，知事

在任中度々特別法の審議に際して拒否権を発動

し，特別法に基づく会社設立認可に反対し続け

た。また，1854 年にフォート知事が退任した

後，その後を継いだプライス（Rodman M.

Price）知事も同様に，以下のように述べ包括的

な一般会社法の早期の制定を強く求めた。「特

別法は避けるべきである。そして一般法が適用

できない場合にのみそれは付与されるべきであ

る。人々は一般法に賛意を表明し，そして特別

立法に反対している。なぜなら，それはしばし

ば我が制度の精神に反する特権と独占を与える

からである。……平等で厳格で，そして一般的

な法原則，いかなる特権的な階級も存在しない

こと，独占が存在しないことが立法の基礎であ

るべきである。」
(28)
このような包括的な一般会

社法制定に向けての大きなうねりも，しかし

1857年に民主党のプライス知事の退任と，共和

党出身のニューエル（William A. Newell）知事

の就任によってひとまず終焉を迎えることと

なった。

民主党が執拗に追い求めたにも拘わらず，

1850 年代に起こった包括的な一般会社法制定

に向けての最初の第一歩は，結局大きな進展を

見ずに終わった。このことは，1847 年から

1857年にかけて，426 件の株式会社が特別法の

下で設立された一方，一般法の下で設立された

会社はわずか 124件に過ぎなかったことからも

窺うことができる
(29)
。

包括的な一般会社法の制定の動きが停滞する

一方，特別法に基づく会社設立は，特別法に基

づく企業に課税する 1858 年の「ニュージャー

ジ州の歳入を増加させるための法」によって，

幾分勢いづいたようにさえ思われた。このよう

な会社に対する課税は，議会に寄せられる会社

設立の申請書類を削減し，議会の労力と経済的

負担を減らす一手段として承認されたが，一方

で特別法を容認するものとも受け取られことに

なったためであった
(30)
。

この時期，40 年代から 50 年代にかけて，ル

イジアナ（1845 年）を始め，アイオワ（1846 年），

カリフォルニア（1850 年），ミシガン（1850 年），

オハイオ（1851 年），インディアナ（1851 年），

ミネソタ（1858 年），オレゴン（1859 年）等の

諸州が相次いで特別法に基づく会社設立を完全

に禁じる州憲法を採択し，またニューヨーク

（1846 年），イリノイ（1848 年），ウィスコンシ

ン（1848 年），メリーランド（1851 年），なども

条件付きで禁ずる憲法を採択していた
(31)
。しか

し，一般会社法に基づく会社設立は制約性が強

く，依然として可能であれば特別法による会社

設立が好まれる傾向があった。例えば，一般法

では取締役の責任が厳しく問われたり，資本金

の制限が設けられていたり，あるいは年次報告

書の提出と公表が求められたり等々と会社側

とって厳しい条件が課せられるのが通例であっ

たけれども，特別法によって設立することによ

り，こうした条件を免れることができたのであ

る
(32)
。このため，ニューヨークを始めニュー

ジャージに隣接する諸州が，特別法による会社
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設立を禁じるに及んで，ニュージャージはこの

時期，隣接諸州から会社を誘致する絶好の機会

を得ることになった
(33)
。こうしたことが，当時

の金融センターであったニューヨークと商業セ

ンターであったフィラデルフィアの間に位置す

るというニュジャージ州の地勢的条件と相まっ

て，一般会社法への全面的な移行を結果として

遅らせる一因となった
(34)
。

1860 年，「製品の製造，製造物の購入，販売」

等を目的とする会社に対しても 1849 年法を拡

大し適用する旨の法律が制定されたが
(35)
，次な

る一歩は 1865 年の法改正であった。まず，

1865 年に 1849 年法を補完する二つの重要な法

律が通過した。一つは以後「いかなる合法的事

業」にも 1849 年法を適用すると定めたもので

あり，もう一つは，「同法の規定の下で組織され

たいかなる会社も……その事業の一部を州外で

行うことができる」ことを明確に承認した補完

法であった
(36)
。同法は，大企業に対する批判が

次第に高まる中で，州外での事業を制限する他

州の動向とは明らかに一線を画するものであっ

た。これにより，1865 年以降，ニュージャージ

州での会社設立件数が急増する。1890 年代

シャーマン反トラスト法への抵触を恐れた多く

の会社が，ニュージャージ会社法の下で会社設

立特許を取得した事は既に述べたが，このよう

な動きは既にかなり早い時期から始まっていた

と言える。

しかし，皮肉なことに，一般会社法制定に向

けて弾みを付けた大きな要因が，急増した特別

法による会社設立認可の申請の急増であった。

1865 年まで，多い時でさえ 1855 年の 66 件ある

いは 65 年の 69 件にすぎなかった申請数が，66

年以降 123 件，67年 140 件，68 年 148 件，69 年

128 件，70 年 135 件と毎年優に 100 件を超える

申請がなされ，議会はこの審議に忙殺された
(37)
。

そして，この解決策の一助として一般会社法制

定の必要性が認識されるに及び，再び一般会社

法制定の動きが始まった
(38)
。1867年以降，議会

に一般会社法の制定を検討するよう指示された

特別委員会が設置され，歴代の知事達もその必

要性を繰り返し勧告した
(39)
。

また，特別法によって設立された初期の鉄道

会社は，優遇措置によって税率や課税資産が限

定されていた結果，不当に低く税金が抑えられ

ていた。これに対して，州の有権者達は「（会社

の）資産が……一般会社法の下で，そしてその

真の価値に従って統一的なルールによって，課

税のために評価される」ことを要求した
(40)
。

このような批判に晒されて，1873 年議会は，

鉄道会社に特別法に基づき認可するといった従

来の政策を放棄し，一定の基準を満たした者は

誰でも鉄道を建設し経営することを認める法律

を通過させた
(41)
。この一般鉄道法の成立によっ

て，特別法を擁護してきた中心勢力は完全に瓦

解した。このような状況下で，一般株式会社法

制定の動きは大きく進展する。そして，1875 年

の憲法改正によって，特別立法に基づく会社設

立は最終的に終止符を打つこととなった。すな

わち，立法権について規定した第４条第７項 11

節において，「議会は以下に列挙された事例の

どれについても私的な，地方的なあるいは特別

な法を制定せざること」として，その一つとし

て「いかなる株式会社，団体，あるいは個人に

も独占的特権，免税あるいは営業権を付与する

こと」（の禁止）を挙げ，さらに「議会は法人権

限（corporate powers）を与える特別法を通過

させるのではなく，一般法をもって株式会社を

設立すべし。……」とも記して，特別特許によ

る会社設立の禁止をはっきりと明記した
(42)
。

ニュージャージ州における特別法に基づく会社

設立の時代は，これにより完全に幕を閉じるこ

とになる。

同年，ニュージャージ州は会社法も改正し「国

内最初の現代的一般会社法」とも言うべき立法

を制定している
(43)
。実際，同法は当時最も広範
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囲に及ぶ権限を会社に付与する一般法であっ

た。同法の下での会社設立手続きは簡便であ

り，また他州にまたがって事業を展開する企業

にとってひじょうに有利な条件を含むもので

あった。例えば，改めて州外に事業を展開した

り，そのために州外に不動産を所有したりする

ことも認め，また事業本部は州内に設置するこ

とを義務付けていたけれども，取締役会を州内

で開くことは必ずしも求められなかった
(44)
。ま

たいかなる種類の手数料や税も課せられること

はなかった。会社設立に際して手数料や，資本

金に対する課税が行われるようになるのは

1883 年以後のことである
(45)
。こうした事情は，

80 年代初頭におけるニュージャージ州内での

会社設立の急増となって現れた。すなわち，特

別法に基づく会社設立が禁じられて以降，二桁

台で推移していた会社設立数は，80 年 168 件，

81 年 449 件，82 年 351 件と著しく増加したの

である。そして 83 年以降は幾分下火になるが，

同州は 80 年代初頭に既に他を圧倒するほどの

会社設立の中心的州として成長を遂げてい

た
(46)
。

一連の改正による会社設立に対する極めて寛

大な措置は，既に早くからニュージャージ州の

名声を高め，ニュージャージ州での会社設立の

動きは，シャーマン反トラスト法の制定よりも

はるか以前に既に始まっていたのであった
(47)
。

３．会社設立誘致の時代（1876∼ 1896 年）

株式会社設立の誘致を巡る州間競争は，19 世

紀末から 20 世紀初頭にかけて，デラウェア

（1899 年），メイン（1901 年），ニューヨーク

（1901 年），ウェスト・ヴァージニア（1901 年）

などが相次いで重要な会社法の改正を行い，

ニュージャージと同様に「会社設立特許権販売

chartermongering」とも言うべき事業に積極的

に参入することで激化していった
(48)
。しかし，

会社誘致のための州間競争は，それよりはるか

以前，特別法時代から既に始まっていた。それ

は，当初州益に資すると考えられる企業へさま

ざまな特権を付与するという形で始まった。州

内開発事業が盛んに行われた 19 世紀中頃まで，

各州は有料道路や運河の建設，港湾の整備，鉄

道建設などの事業誘致に鎬を削り，そうした事

業に対してさまざまな特権を付与した。有力な

企業は税制上の優遇措置を受けたばかりでな

く，コモンロー上禁じられていた他社株の所有

さえ認められた。なかんずく当時の合衆国最大

の巨大ビジネスとも言うべき鉄道会社はその恩

恵に浴した典型的な企業であり，例えばボル

ティモア・アンド・オハイオ鉄道やペンシルベ

ニア鉄道，シカゴ・アンド・ノースウェスタン

鉄道等々がこうした優遇措置を受けた。ニュー

ジャージについて言えば，議会は 1830 年キャ

ムデン・アンド・アンボイ鉄道会社に対して，

全ての不動産税を免除したばかりでなく，９年

間その路線の３マイル以内に競合路線が建設さ

れることのないように取りはからった
(49)
。こう

した寛大な優遇措置を付した特別特許状による

会社誘致は，州外競争者に対して地元の事業を

有利にするものとして正当化さえされた。また

逆に，あまりに厳格な会社法は企業家をより有

利に資本を投じることのできる州へ追いやって

しまうとして危惧さえされたのであった
(50)
。前

述したように，19 世紀前半期におけるニュー

ジャージ州の経済開発事業誘致の大きな特徴

は，他州と異なり州が積極的な財政支援を行う

のではなく，代わりに会社にとって魅力的な特

権を付した特許権を与えることによって推し進

められたことにあった。開発会社が事業を推し

進めるための必要な資金を調達できるようにす

るために，銀行業務を行う権限を付与すること

もあった
(51)
。財政支援の代わりに会社に魅力的

な特権を付与するというニュージャージの政策

は，1837年恐慌に巻き込まれて多くの州が財政
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に窮していく中で，潤沢な税収を約束し，税率

を低く抑えることを可能にした。1848 年から

南北戦争期にかけて，同州は全く直接税を徴収

すること無く推移している。同州は，会社設立

の初期の段階から既に会社設立特許権の販売が

州財政に有利であることを，こうした経験から

学んでいた。南北戦争後，幾度かの景気後退を

経て州予算が逼迫し，鉄道からの税収も減少す

るにつれて，ニュージャージが，再び企業に寛

大な会社設立特許権を与え，積極的に企業誘致

を図ることにより，財政的立て直しの活路を見

出そうとしたことは自然の成り行きであっ

た
(52)
。

前述したように，1875 年の憲法改正によっ

て，鉄道に対しても他の会社資産と同様に課税

するという機会を得たにもかかわらず，その後

数年間この問題に関心が払われることはなかっ

た。しかし，州財政がいよいよ逼迫するに及ん

で，再び鉄道に他の資産と「同一課税」を要求

する動きが起こる
(53)
。鉄道の課税逃れは厳しく

指弾され，この結果，鉄道への課税を規定した

法律が通過する
(54)
。しかし，これは財政問題を

全面的に解決する事にはならなかった。このた

め，州政府は鉄道に課税する法律を通過させた

わずか一週間後には，州内で会社設立認可を受

けた全ての企業にフランチャイズ税を課す法律

を通過させた
(55)
。

こ の時，会社設立特許販売（ charter -

mongering）を州財政の立て直し戦略とするア

イディアに一役買ったのは，若き会社弁護士

ディル（James B. Dill）であった。彼はニュー

ジャージ州法がかならずしも会社資産の州内誘

致を求めることにはなっていないことに気づ

き，単に企業にその法的住居を提供しさえすれ

ば大きな収入を得ることができると考え，その

計画を州知事のアベット（Leon Abbett）に説

いた。計画は単純で，州会社法を他州よりも一

層緩和して州内に会社本部を創らせ，その株式

資本にわずかの税金をかけるだけというもので

あった
(56)
。アベットは 1888 年の年次教書にお

いて，公益に反する合同（combination）は規制

されるべしと説く一方で，「合法的目的のため

に合同するのは個人並びに会社の権利である。」

とも述べ，企業の立場に一定の理解を示してい

る
(57)
。同州内で営業する全ての株式会社に，他

社株の所有あるいはその処分を認めた 1888 年

法はこうした経緯で成立した
(58)
。同じく 1888

年に，一定の目的のために「会社とその法人権

やフランチャイズ，権限，特権を単一の株式会

社に統合し合併すること」を認める二つの法律

も通過させている
(59)
。しかし，1888 年の一連の

法律も諸州の反独占立法に抵触することを恐れ

ていた企業家達を十分に満足させるものではな

かった。この時，既に４州で独占を規制する州

法が成立していたし，他州でも反トラスト法の

準備が着々と進められていた。実際にシャーマ

ン反トラスト法が成立する 1890 年以前に，既

に 14の州あるいは準州が州憲法で独占を禁じ，

また 13 州はそれを禁じる州法を制定してい

た
(60)
。このような状況下で，ディルは会社が事

業に必要と思われる他社株を所有する事を認め

るだけでなく，さらに株を含めた他社の資産を

買収するために資金を株で調達することも認め

るよう，会社法を改正することを要求する。ト

ラスト問題に腐心していた弁護士達の意向を強

く反映した 1889 年法が，こうして成立した
(61)
。

同法は，会社は「その事業のために必要と思

われる鉱山，製造所，あるいはその他の資産を

購入すること，あるいは事業のために必要な鉱

産物あるいはその他の財を所有し，採掘し，製

造しあるいは生産しているある会社あるいは複

数の会社の株を購入すること，そしてそれに必

要な支払いのためにその額の株を発行すること

ができ，そして発行された株は払い込み済み株

式と認められ受け取られ，更なる支払い請求に

応じる必要はない。……」と規定し，持株会社
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を認める広範な権限を会社に付与した
(62)
。

1890 年から 1893 年にかけて起こった最初の

企業合同の波は，こうして始まった。ニュー

ジャージでの会社設立数は，先に示したように

再び急増し，スタンダード石油，ナショナル索

具，ユナイティッド・ラバー，アメリカ綿実油，

アメリカ精糖等々の初期の巨大企業が，トラス

トの訴追から免れようと，ニュージャージ州に

相次いで会社を設立した。こうして，ディルに

よって始められた会社設立特許権販売といった

ビジネスは，大きな成果を上げ，1893 年には州

は会社から 434,000 ドルを徴収することに成功

している
(63)
。これに味をしめて，ニュージャー

ジ議会は，さらに 1893 年，94年，96 年と幾度

と会社法を改正し，一層魅力的な会社法を制定

し，誘致を図ろうとした
(64)
。93 年に通過した二

つの法律の内一方は，他社株を獲得し，保有し，

販売する州内会社の権利を拡張し明確にしたも

のであり，他方は州内の会社の合同を明確に認

めたものであった。また，94年法は他州の企業

がニュージャージ州内で事業をする際，ニュー

ジャージ州はその州がニュージャージ州企業に

課したと同様の税と義務を課するとする相互主

義的規定を定めたものであった。

96 年法は，会社の営業期間の制限を取り除

き，優先株や議決権付き株など，異なる種類の

株を発行する権限を認めたものであったが，

ディルの意向が最も強く反映されていたもので

あった。それは，会社設立特許の販売を明確に

州ビジネスに位置づけ，「明確な，単純な，統一

的な会社法を提示し……ニュージャージ法を販

売可能なブランドに変え」た
(65)
。彼は 1892 年

にニュージャージ会社法を企業に売り込むため

に，コーポレーション・トラスト・カンパニー

を設立しており，これが同州会社法の宣伝に一

役買ったことは言うまでもなかった。多くの州

が州民の反独占感情や州内の経済事情を考慮し

た煩雑な規則を有する会社法を運用している時

期に，ニュージャージは，金融，鉄道など特定

の会社を除いて，「合法的な事業あるいは目的」

に従事する全ての会社に適用される簡素な会社

法を創り上げることにかくして成功した
(66)
。

この成果は絶大であった。96 年法以後，巨大

企業がニュージャージに次々と群がってきた。

ストークによれば，1899 年１月から８月までに

20億ドル以上の資本を持つ企業が 1336 社設立

され，また同じ年に資本金 100万ドル以上の製

造業 61 社がニュージャージ州で設立されたの

対し，他州では全てをあわせて 60 社に過ぎな

かったのである。これにより，州財政は再び好

転する。1896 年ニュージャージ州は，会社資本

金に対する課税から 707,400 ドル，登録料から

75,000 ドルあまりを徴収している。以後も会

社からの収入は着実に増え，1902 年には早くも

州の負債は一掃されたのである
(67)
。ニュー

ジャージの成功を見て，デラウェア，メイン，

ニューヨーク，ウェスト・ヴァージニア，マサ

チューセッツ，コネチカット等の諸州は，1899

年から 1902 年にかけて次々に会社法を改正し，

この市場に参入し，会社設立特許の販売競争は

新たな時代に入って行くことになる。

終わりに

以上，ニュージャージ州における初期の特別

特許状に基づく会社設立の時代から 96 年の改

正一般会社法の成立までを概観してきた。

ニュージャージ州会社法の発展段階は，大別し

て特別特許状（特別法）に基づく時代（1791∼

1845 年），一般会社法と特別法併存の時代（1846

∼ 75 年），一般法に基づく会社設立の時代（1876

年以降）に区分することができる。縷々述べて

きたように，同州は 89 年会社法制定によって，

本格的に会社誘致ビジネスに参入することにな

るが，しかし既に早い時期から特権を付与して

企業誘致を図るという政策を実施していた点は
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注目すべきである。

ところで，ニュージャージ州がその特異な会

社法を制定し，財政上大きな成功を収めたのは，

その地勢的な位置とまったく無関係ではないだ

ろう。一大金融センターに成長しつつあった

ニューヨークと商都フィラデルフィアに挟まれ

隣接する小さな州にすぎなかったニュージャー

ジは，こうした大都市で活動する企業にとって

は，比較的早い時期から企業のいわば「避難所」

のような役割を果たしてきた。既に指摘したよ

うに，1840 年代から 1850 年代初頭にかけて，

各州で相次いで特別法に基づく会社設立を憲法

によって規制する動きが強まると，早くも多く

の企業がニュージャージに会社設立特許を求め

てやって来ている。

繰り返しになるが，19 世紀前半期は州内開発

が各州至る所で活発に行われた時期であり，

ニュージャージ州もまた州内開発事業に積極的

に乗り出していった。しかし，その際，他州と

の大きな違いは州は財政的支援ではなく，代わ

りにさまざまな特権を与えて企業を誘致した点

であった。州財政は，初期から鉄道からの税収

に大きく依存していたが，他州と違って財政的

負担が一切無かったため，37年恐慌に際しても

財政破綻を免れることができた。おそらく，こ

のような成功体験が，州財政の悪化が深刻化す

る中で，企業への寛大な特権付与を税収と結び

つける政策へと導いていったように思われる。

しかし，同州が州財政の立て直しに，いわゆ

る「会社設立特許権販売」が有効であり，それ

によって，財政悪化を克服しようという明確な

意図を持つようになったのは，80 年代初頭以降

のことであった。ヤブロンも指摘するように，

83 年以前には会社設立に際して設立手数料や

フランチャイズ税といった税は一切課せられる

ことはなかったからである
(68)
。この時期に，企

業へ寛大な会社設立特許を付与することによっ

て積極的に企業を誘致し，もって税収を確保す

るというアイデアは，確かに絶妙のタイミング

であった。多くの企業は次第に強化されつつ

あった州反トラスト法に脅威を抱き，妙案を模

索していた矢先のことだったからである。もち

ろん，ニュージャージ州会社法の制定にあたっ

て，企業弁護士として，このような問題に精通

していたディルの存在は欠かせない。彼によっ

て，始めて同州の会社法は企業家にとってひ

じょうに魅力的なものとなり得たからである。

ディルは州の望みと企業家のそれを同時に首尾

良く満たすことに成功したのであった。これに

より，多くの企業がニュージャージ州内で設立

され，それに伴い州財政を大きく改善されたこ

とは既に述べた。しかし，20 世紀に入り，

ニュージャージ会社法は新たな段階を迎えるこ

とになる。議会内には，「裏切り者」とまで揶揄

されたこうした政策に対して，次第に批判する

勢力も現れ，その見直しの動きが少しずつ始

まっていたが，こうした改革は 1910 年ウッド

ロー・ウィルソン州知事の就任によって一挙に

加速する。1913 年ニュージャージ州は「セブ

ン・シスターズ」として知られる厳格な反トラ

スト法を制定し，政策を 180度転換する。これ

により，ニュージャージ州での会社設立の動き

は終息を迎え，デラウェア州がその後を継ぐこ

とになるのである。

注

⑴ 秋元英一著『アメリカ経済の歴史 1492-1993 年』

（1995 年），東京大学出版会，128-129頁。楠井敏朗

著『法人資本主義の成立』（1994年），日本経済評論

社，203，311，329，332頁。

⑵ Alfred D. Chandler, Jr., The Visible Hand, The

Belknap Press of Harvard University Press, 1977, p.

331. Hans B. Thorelli, The Federal Antitrust Policy,

The Johns Hopkins Press, 1955, p. 84. この事件は，

シャーマン反トラスト法の下で連邦最高裁が裁定し

た最初のトラスト事件であった。連邦政府は，アメ

リカ精糖会社が国内砂糖精製の 90％以上を支配し
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ており，法律の禁じている取引制限にあたると告発

したが，最高裁首席裁判官の Fuller は，製造業は本

来一定の地域で行われるものであるから，州政府の

監督に服すとして，政府の訴えを退けた。（United

State v. E. C. Knight & Co. 156 U. S. 1, 1895）．

⑶ Harold W. Stoke, “Economic Influences upon the

Corporation Laws of New Jersey,” Jornal of Politic-

al Economy, Vol. 38, 1930, pp. 573-574.

⑷ ニュージャージ株式会社法に直接言及した研究の

み数点挙げておく。John W. Cadman, JR., The Cor-

poration in New Jersey ; Business and Politics

1791-1875, Harvard University Press, 1949. Ed-

ward Q. Keasbey, “New Jersey and the Great Cor-

poration, ” Harvard Law Review, Vol. 13. 1900.

Harold W. Stoke, “Economic influences upon the

Corporation Laws of New Jersey,” Journal of Poli-

tical Economy, Vol. 38, 1930. Henry N. Butler,

“Nineteenth-Century Jurisdictional Competition in

the Granting of Corporate Privileges, ” Journal of

Legal Studies, Vol. 14, 1985. Cristopher Grandy,

“New Jersey Corporate Chartermongering ,

1875-1929, ” Journal of Economic History, Vol. 49,

1987. Charles M. Yablon, “The Historical Race

Competition for Corporate Charters and the Rise

and Decline of New Jersey : 1880-1910,” Journal of

Corporation Law, Vol. 32, No. 2, 2007.

⑸ The Constitution of the State of New Jersey in

1876, p. 30. John W. Cadman, Jr. The Corporation

in New Jersey, Business and Politics 1791-1875, p.

198. 直接株式会社設立に関する憲法修正として，以

下の権限が議会から取り除かれた。すなわち「株式

会社（corporation），団体（association），あるいは個

人に対して，いかなる独占的特権（exclusive pri-

vilage），免責（immunity），あるいは許可（franchise）

を付与すること。」さらに，「議会は法人権限を付与

するいかなる特別法も可決しないものとし，代わり

に，株式会社が組織され，そしてあらゆる性質の法

人権限が付与されうるが，しかし議会の裁量の下で

の廃止あるいは変更に服する（株式会社を設立する

ための……折原）一般法を可決すものとする。」The

Constitution of the State of New Jersey in 1876, p.

30.

⑹ An act to incorporate the Contributors to the

Society for establishing useful Manufactures, and

for the further Encouragement of the said Society,

New Jersey Laws, 1791, Ch. 346, p730. ちなみに，

1845 年以前に，広範に及ぶ一般会社法が制定された

のは，ニューヨーク，ニュージャージ，コネチカッ

トの３州に過ぎなかった。Henry N . Butler ,

“Nineteenth-Century Jurisdictional Competition in

the Granting of Corporate Privileges,” p. 143.

⑺ Harold W. Stoke, “Economic influences upon the

Corporation Laws of New Jersey,” p. 552.

⑻ John W. Cadman, Jr. The Corporation in New

Jersey, Business and Politics 1791-1875, p. 34.

⑼ An act relative to incorporations for manufactur-

ing purposes, New Jersey Laws, 1816, p. 17. 特定製

造業とは，毛織物，綿織物，リンネル，ガラス，棒

鉄，錨，工場用鉄材（mill-irons），鋼鉄，釘用鉄棒

（nail-rods），帯鉄（hoop-iron），鉄器類（iron -

mongery），板銅（sheet-copper），板鉛（sheet-lead），

弾丸，鉛白，鉛丹などの製造に係わる製造業を指し

た。

⑽ John W. Cadman, Jr., The Corporation in New

Jersey, Business and Politics 1791-1875, p. 7. 1791

年から 1845 年にかけて，総計 403 件の会社が特別

法によって認可された。その内，一般製造業は 110

件，銀行 42 件，有料道路会社 51 件，鉄道会社 35 件，

橋梁会社 27件，運河会社 20 件などであった。（p.

206）

⑾ Historical Statistics of the United States, Vol. 3,

Cambridge University Press, 2006, pp. 533-534.

John W. Cadman, Jr. The Corporation in New

Jersey , Business and Politics 1791-1875 , pp .

206-207.

⑿ John W. Cadman, Jr. The Corporation in New

Jersey, Business and Politics 1791-1875, pp. 60-61.

⒀ John W. Cadman, Jr. The Corporation in New

Jersey, Business and Politics 1791-1875, p. 59. Hen-

ry N. Butler, “Nineteenth-Century Jurisdictional

Competition in the Granting of Corporate Pri-

vileges,” p. 156.

⒁ John W. Cadman, Jr. The Corporation in New

Jersey, Business and Politics 1791-1875, p. 59. Hen-

ry N. Butler, “Nineteenth-Century Jurisdictional

Competition in the Granting of Corporate Pri-
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vileges,” p. 401.

⒂ Harold W. Stoke, “Economic influences upon the

Corporation Laws of New Jersey,” p. 558.

⒃ The Federal and State Constitution, Colonial

Charters, and other Organic Laws of the United

States, G. P. O., 1878, pt. 2, p. 1347 (Constitution of

New York) , pt. 1, p. 292 (Constitution of Dela-

ware), pt. 1, p. 990 (Constitution of Michigan), pt.

1, p. 327 (Constitution of Florida). 尚，フロリダに

おいては，これにより以後特別特許状による会社設

立は禁止された。

⒄ John W. Cadman, Jr. The Corporation in New

Jersey, Business and Politics 1791-1875, p. 78.

⒅ John W. Cadman, Jr. The Corporation in New

Jersey , Business and Politics 1791-1875 , pp .

112-113.

⒆ An act to authorize the establishment, and to

prescribe the duties of manufacturing companies.

New Jersey Laws, 1846, p. 64.

⒇ An act to encourage the establishment of mutual

savings associations, New Jersey Laws, 1847, p. 172.

A supplement to the act entitled, “An act to autho-

rize the establishment, and to prescribe the duties

of manufacturing companies,” approved February

twenty-fifth, eighteeen hundred and forty-six, New

Jersey Laws, 1848, p. 9. An act to encourage the

establishment of mutual loan and building associa-

tions, New Jersey Laws, 1849, p. 227.

B An act to authorize the establishment, and to

prescribe the duties of companies for manufactur-

ing and other purposes, New Jersey Laws, 1849, p.

300.

C Harold W. Stoke, “Economic Influences upon the

Corporation Laws of New Jersey,” p. 560.

D An act incorporating homestead and building

companies, New Jersey Laws, 1852, p. 83, An act

authorizing the incorporation of plank road com-

panies, New Jersey Laws, 1852, p. 95, An act to

provide for the incorporation of insurance com-

panies, New Jersey Laws, 1852, p. 159.

E A supplement to the act entitled, “An act to au-

thorize the establishment, and to prescribe the

duties of companies for manufacturing and other

purposes,” approved March second, eighteen hun-

dred and forty-nine. New Jersey Laws, 1852, p. 87.

同法は以下のように規定している。“the provisions

… shall be extended to such persons as may associ-

ate themselves into a company for the purpose of

transportation of goods, merchandise, or passen-

gers, upon land or water, to build wharves and

docks, and to reclaim and improve submerge

lands.”

F An act to incorporate telegraph companies, New

Jersey Laws, 1853, p. 304. An act for the incorpora-

tion of companies to navigate lakes, ocean, and in-

land waters, New Jersey Laws, 1854, p. 470. An act

for incorporating vessel building associations, New

Jersey Laws, 1855, p. 706.

G An act to authorize the formation of associations

to aid those who may wish to establish and carry on

useful branches of industry in either of the counties

of Mercer, Hunterdon, or Gloucester, New Jersey

Laws, 1857, p. 373.

H John W. Cadman, Jr. The Corporation in New

Jersey, Business and Politics 1791-1875, p. 128.

I John W. Cadman, Jr. The Corporation in New

Jersey, Business and Politics 1791-1875, p. 132.

J Historical Statistics of the United States, Vol. 3, p.

534.

K An act to increase the revenues of the state of

New Jersey, New Jersey Laws, 1858, p. 220. 同法は，

前文として「州議会の費用が，毎年申請され制定さ

れる数多くの全く地域的なあるいは個人的な特別法

によって増加しており，そして直接利益を受ける個

人が，彼らに代わって負った費用の一部を負担すべ

きことを道義上求める。」と記し，次いで授権資本千

ドルに付き銀行の場合は１ドル，運河，鉄道，有料

道路の場合は千ドルに付き 1/4ドル，保険会社の場

合は千ドルに付き 1/2 ドル，水力・水道・ガス灯会

社の場合は 50 ドル，蒸気船・フェリー・郵便・橋架・

有料道路（plunk road）・製造業・鉱山業の場合は 30

ドル等々と規定している。John W. Cadman, Jr.

The Corporation in New Jersey, Business and Poli-

tics 1791-1875, p. 152.

L 1845 年から 1875 年にかけて，24州が憲法によっ

て特別特許による会社設立を何らかの形で禁じた。

1896年ニュージャージ一般株式会社法の成立過程（折原） 59



John W. Cadman, Jr. The Corporation in New

Jersey , Business and Politics 1791-1875 , pp .

186-187, n. 11, 13. Henry N. Butler, “Nineteenth-

Century Jurisdictional Competition in the Granting

of Corporate Privileges,” p. 153, see Table 11.

M Henry N. Butler, “Nineteenth-Century Jurisdic-

tional Competition in the Granting of Corporate

Privileges,” pp. 147-148. 他にも総負債額制限や抵当

財産の取得や債券の発行，納税の義務の免除，株式

による会社資産の取得などが，特別法によって認め

られ得た。

N William G. Roy, Socializing Capital : The Rise of

the Large Industrial Corporation in America, Prin-

ceton, 1997, p. 70. ただし，一般会社法が制定された

後にも，さまざまな法律上の抜け道を使って特別法

によって会社設立が行われていた。John W. Cad-

man, Jr. The Corporation in New Jersey, Business

and Politics 1791-1875, pp. 172-173.

R John W. Cadman, Jr. The Corporation in New

Jersey, Business and Politics 1791-1875, p. 174.

S A further supplement to the act entitled “An act

to authorize the establishment, and to prescribe the

duties of companies for manufacturing and other

purposes,” approved March second, eighteen hun-

dred and forty-nine, New Jersey Laws, 1860, p. 267.

T A Furhter Supplement to an act entitled, “An act

to authorize the establishment and to prescribe the

duties of companies for manufacturing and other

purposes,” approved March second, eighteen hun-

dred and forty-nine, New Jersey Laws, 1865, p. 913.

A Supplement to the act entitled “An act to autho-

rize the establishment, and to prescribe the duties

of companies for manufacturing and other pur-

poses,” New Jersey Laws, 1865, p. 354. 同法は，第二

条において「その事業のいかなる部分がニュー

ジャージ州外で行われることになるか，そしてどこ

で行われることになるのか，さらにニュージャージ

州内の上述の会社の主要な事業が行われることにな

る町あるいは市，そして郡の名を記すべき事……」

と規定している。（pp. 354-355）

U Historical Statistics of the United States, Vol. 3, p.

534.

V John W. Cadman, Jr. The Corporation in New

Jersey, Business and Politics 1791-1875, 207頁付表

参照。

W John W. Cadman, Jr. The Corporation in New

Jersey , Business and Politics 1791-1875 , pp .

155-159.

X Harold W. Stoke, “Economic Influences upon the

Corporation Laws of New Jersey,” p. 567. 鉄道は毎

年 200万ドルにも及ぶ税負担を免れていると批判さ

れた。（p. 569）。

Y An Act to Authrize the Formation of Railroad

Corporations and Regulate the Same, New Jersey

Laws, 1873, p. 88. 同法は，第 38条において以下の

ように規定している。「これまで鉄道を建設し，あ

るいは橋架ないし渡船場を建設し設立し，また旅行

のための路線を経営し，そしてそれにより料金を取

るために，これまでに付与されたいかなる特許もこ

れ以後も存続し続けるとかあるいは独占状態にある

と解釈されるべきではない。……」（pp. 106-107）

Z Constitution of the State of New Jersey (1875), pp.

14, 15.

[ Henry N. Bulter, “Nineteenth-Century Jurisdic-

tional Copmpetition in the Granting of Corporate

Privileges,” p. 157.

\ Revise Statutes of the State of New Jersey (1875),

pp, 180, 186.

] A Supplement to an act entitled “An act concern-

ing corporations, ” approved April seventh, one

thousand eight hundred and seventy-five. New

Jersey Laws, 1875, p. 62. 同法は，会社設立に際して

の登録手数料として，資本金 10万ドル以下の企業

に対して 25 ドル，資本金 10万ドル以上の企業に対

しては，千ドルに付き 1/5 ドルを支払うことを規定

した。Edward Q. Keasbey, “New Jersey and the

Great Corporation,” p. 206.

^ Historical Statistics of the United States, Vol. 3, p.

535. Charles M. Yablon, “The Historical Race Com-

petition for Corporate Charters and the Rise and

Decline of New Jersey : 1880-1910,” p. 326. 因みに，

83 年以降第一次合併運動の起こった 92 年までの設

立数を上げれば，83 年 295 件，84年 232 件，85 年

245 件，86 年 386 件，87年 472 件，88 年 567件，89

年 685 件，90 年 897件，91 年 1155 件，92 年 1212 件

であった。
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_ Charles M. Yablon, “The Historical Race Com-

petition for Corporate Charters and the Rise and

Decline of New Jersey : 1880-1910,” pp. 333-334.

` Charles M. Yablon, “The Historical Race Com-

petition for Corporate Charters and the Rise and

Decline of New Jersey : 1880-1910,” pp. 358-359. フ

リードマンは，これについて「19 世紀末以来，諸州

は株式会社が特許を受ける場所として自州を選ぶよ

うに誘致する一種のレースが水面下であった。」と

述べている。（Lawrence M. Friedman, American

Law in the twentieth Century, Yale University

Press, 2002, p. 50.)

a Charles M. Yablon, “The Historical Race Com-

petition for Corporate Charters and the Rise and

Decline of New Jersey : 1880-1910,” p. 332, n. 30.

b 例えば，1830 年頃マサチューセッツ会社法は，他

州に比して株主責任がひじょうに重く，州民から「資

本がより安全に投資できる他州の移って行くに違い

ない。」とか，あるいは「全ての株主に会社の負債に

対して責任を負わせることは，彼らと取引している

個人を損失の危険から保護するかもしれないが，し

かし，それは大衆から株式会社特許状の行使によっ

て生じる多くの利益を奪ってしまうであろう。」と

いった危惧の声が上がった。American Jurist and

Law Magazine, Vol. 2 (1829), p. 104, Vol. 4 (1830),

p. 307.

d William G. Roy, Socializing Capital : The Rise of

the Large Industrial Corporation in America, p. 68.

1824年にデラウェア川とパセイック川を接続する

事業に乗り出した the Morris Canal and Banking

Companyは，銀行業務を行う特権を与えられた。

e John W. Cadman, Jr. The Corporation in New

Jersey, Business and Politics 1791-1875, p. 201.

f Harold W. Stoke, “Economic Influences upon the

Corporation Laws of New Jersey, ” p. 569. 因みに

1879 年の州債務は 2,096,800 ドルに上った。（p .

568, n. 54.）

g An Act for the taxation of railroad and canal

property, New Jersey Laws, 1884, p. 142. 同法第１条

において「鉄道ないし運河目的のために使用されて

いない鉄道あるいは運河の全ての資産は，同一地区

ないし課税区の他の所有者の課税資産と同様の方法

で，同様の税率で……評価され課税される。」と規定

している。

h An Act to provide for the imposition of state

taxes upon certain corporations and fot the collec-

tion thereof, New Jersey Laws, p. 232. 同法は，通信，

電話，ケーブル，電灯，郵便（express），ガス等の会

社，娯楽（palace）車両・応接（parlor）車両・寝台

車両会社，石油あるいはパイプライン会社，火災・

生命・海上・事故等の保険会社などはフランチャイ

ズ税料を毎年支払うことを定めた。通信，電話，ケー

ブル，郵便（express）等の会社は収入の２％，ガス

会社，電灯会社は 1/2％，その収益の４％を越える

配当に対してはその５％が，石油・パイプライン会

社は収入の 8/10％が，保険会社は収入の１％が，娯

楽（palace）車両・応接（parlor）車両・寝台車両会

社は収入の２％が，そして，鉄道，運河，銀行，宗

教・慈善団体，製造業，鉱業を除く，その他の全て

の会社は資本額の 1/10％が，フランチャイズ税とし

て徴収される事を定めた。

i Harold W. Stoke, “Economic Influences upon the

Corporation Laws of New Jersey, ” pp. 570-571.

Christopher Grandy, “New Jersey Corporate Char-

termongering, 1875-1929,” pp. 680-681. ディルは，

1892 年にニュージャージ会社法を宣伝するための

会社（the Corporation Trust Company of New

Jersey）を立ち上げている。

j Hans B. Thorelli, The Federal Antitrust Policy, p.

155, n. 193.

k An act concerning corporations of this state, and

of other states, doing business in this state, New

Jersey Laws, 1888, p. 385.

l An Act relating to the consolidation of corpora-

tions formed under the act entitled “An act con-

cerning corporations” approved April seventh, one

thousand eight hundred and seventy-five, and the

act amending and supplementing the same, for the

purposes of the improvement and sale of lands, the

construction, maintenance and operation of hotels

and carrying on the business of an innkeeper, and

the transportation of goods, merchandise or passen-

gers upon land or water, p. 441, An Act relating to

the consolidation of corporations formed under the

act entitled “An act concerning corporations ”

approved April seventh, one thousand eight hun-
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dred and seventy-five, and the act amending and

supplementing the same, for the purposes of the

improvement and sale of lands, or the building, op-

eration and maintenance of hotels and carrying on

the business of an innkeeper, or of the transporta-

tion of goods, merchandise or passengers upon land

or water, to purchase and hold stock in any one or

more of said companies in certain cases, p. 445, New

Jersey Laws, 1888.

m Hans B. Thorelli, The Federal Antitrust Policy, p.

155. 水野里香「シャーマン反トラスト法の成立

（1890 年）」『エコノミア』第 54 巻第１号，34頁。

n William G. Roy, Socializing Capital : The Rise of

the Large Industrial Corporation in America, p. 166.

o A Supplement to an act entitled “An act concern-

ing corporations, ” approved April seventh, one

thousand eight hundred and seventy-five, New

Jersey Laws, 1889, p. 412.

p Harold W. Stoke, “Economic Influences upon the

Corporation Laws of New Jersey,” p. 572.

q An Act to authrize corporations incorporated

under the laws of this state to merge and consoli-

date their corporate frnachises and other property,

New Jersey Laws, 1893, p. 120. A Further Supple-

ment to an act entitled “An act concerning corpora-

tions ” (Revision) , approved April seventh, one

thousand eight hundred and seventy-five, New

Jersey Laws, 1893, p. 301, A supplement to an act

entitled “An act relative to corporations,” approved

May fifteenth, one thousand eight hundred and

ninety-four, New Jersey Laws, 1894, p. 446. An Act

concerning corporations (Revision of 1896) , New

Jersey Laws, 1896, p. 277.

r Charles M. Yablon, “The Historical Race Com-

petition for Corporate Charters and the Rise and

Decline of New Jersey : 1880-1910,” p. 350.

s Charles M. Yablon, “The Historical Race Com-

petition for Corporate Charters and the Rise and

Decline of New Jersey : 1880-1910,” p. 351. 拙稿「合

衆国初期独占政策と州政府」『名城論叢』第 10巻第

２号，2009 年，72頁参照。

t Harold W. Stoke, “Economic Influences upon the

Corporation Laws of New Jersey,” p. 574.

u Charles M. Yablon, “The Historical Race Com-

petition for Corporate Charters and the Rise and

Decline of New Jersey : 1880-1910,” p. 335.
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