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クレイト ン法こ持株會趾

て容易であり︑叉他から注目されずにしかも確実にその目的を
達することができるといろ長所を亀つている︒更に持株会紅組
織をとる各会肚の間においては︑債権者に対する責任をその各

馴

持株会肚︵客嘗β峻8ヨ℃導﹃︶とは︑他の一つ叉はそれ以上

デ
営む﹁混合持株会肚﹂︵8房o膏彗9ぎ巨β㎎oo冨冨β﹃︶或は

︵胃o冨詳鴫げo崔β随8蓉冨β矯︶をあげることができる︒トラス

る︒殊にピラ︑・・ッド型に持株会冠を積み重ねることによつて︑

﹁親会肚﹂︵℃鶏①暮8冨冨昌︶と呼ばれるものがあり︑その外
にもこれに類似するものとして︑他の会肚の株式以外の財産を
所有することによつて︑その会批を支配する﹁財産所有会肚﹂

仮りに他の会肚を支配するに必要な資本をその二分の一として
も・二重に積み重ねたときは四分の一に︑三重に積み重ねた場

けるトラスト︵霞自馨鷲εR︶︑合併︵3昏胃︶︑利釜共同体︵8−

ヨ響q葺ξ亀凶葺R窪σ︶等の方法もある溶︑Y︶︑それらに比較

く︑そのため一般投資者を害することがあり︑叉各会肚が持株

︵一五七︶

持株会赴の設立に際しては職業的発起人の暗躍する余地が廣

四九

なぐ︑市場で株式を購入することによつて可能であるから極め
クレイトン法と持株會批

して持株会肚によるトラストの形成は︑第一に株主総会の決議
を経る必要もなく叉複雑な交換條件の協定を必要とすることも

合には十六分の一といろように︑支配に必要な資本を極めて節
約することができるわけである︒けれどもその反面において︑

トを形成する方法としては持株会冠の外にも︑固有な意昧にお

ることによつて︑その目的を達することができるといわれてい

各の会冠で喰い止めることができ︑叉必要が生じたときには直
ちにその関係を分離することボできるなどの点も︑実際にはか
なり大きな利点であろう︒次には支醍に必要な資本を節約でき

夫

の会冠の株式の少くとも一部分を所有することによつて︑それ
らの会肚を支配する会肚である︒この持株会肚の形態としては
他の会肚の株式を所有するだげで自らは事業を営まない﹁純粋

正

持株会肚﹂︵室畦のぎ窪β鐙8酷冨昌︶と︑同時に自ら事業をも

鳥

ることを看過してはならない︒他の会肚を支配するためにはそ
の会肚の株式の過孚数を所有し︑その議決権を行使しなければ
ならないわけであるが︑実際には株式の分散と株主の無関心と
ボこれに加わつて︑三分の一乃至四分の一程度の株式を所有す

高

クレイトン法と持株會肚

会融全体の利盆のために蓮営されるときは・それらの各々の会
肚の株主及び債権者の利釜を害するおそれがある︒更に持株会
泣全豊の財務機構ほ一般に不調和であり︑いわゆる頭大︵8℃
︸一＄薫︶であるため崩壌の危瞼が大であることなどの欠鮎をも
つているへ2︶︒このような理由から︑持株会肚は後に嚴重な法
的規制を受けるに至つたのであるが︵3︶︑反トラスト法として
のクレイント法は持株会祉をいかに規制しているか︑叉その規
定は果して実敷をあげ得たであろうかといろ点について︑判例
を中心に愉⁝討してみたい︒

一苗

器讐一暫江oP

β畠ρρ冒＄買9弓びΦ国o一αぎ鐙

国﹂oβo胆逼ぎ円霊馨評oげ一①冨ぎ嘗①q三什巴ω富言9

︵−︶ これらのトラスト形成の諸形態Kっいては
箸●bo心R
gO●切oβ専黄算

箸﹄一論︒

Oo睡℃9昌ざ 一諾 o
︒慨ゑ艶8⇒o⑦9⇒山

五〇

︵一五八︶

⇒α

β唄︸oσが制定され︑公盆企業の分野に

おける持株会吐は﹁証券及取引所委員会パωo窪二試窃

缶o匡ぎ⑬Ooぎづ

国首冨旨磯oOo営ぎ置匹o戸ω国Q︶に登録しなければなら

ず︑双懸された持株会吐は相互に密接な関係をもっ公釜企

上のピラ︑︑・ッド型構成をとらないことが要求され︑その他

業会祉の組織を一つしか支配することができず︑叉三暦以

なつた︒

株式の発行︑財産の取得等に関しても制限を受けることと

二

持株会冠は他の多くのトラスト形成の方法と同様に︑先ずア

メリカに発生したものであるが︑アメリヵにおいては一般に会
肚が他の会肚の株式を所有することは法律或は到例によつて禁
止されていたため︑固有な意昧におけるトラストに比してその
発達が遅れていた︒けれども千八百八十八年のニユージャτジ
ー州の会肚法の改正を契機どして発達し︑千八百九十年のシャ

ーマン法もプール︵写9︶に対しては危瞼であるが︑持株会肚
には影響がないと考えられたため・固有な意昧におけるトラス

トに代つて未曾有の発展をとげた︵−︶︒こ弓してトラスト形成

巻第一二号︶一五頁

拙稿﹁シャーマン法と㎏三〇〇騰味①器Oβ﹂︵法学研究第二一

︵2︶﹃●Ω切○暮ユ晩算導αO︒O．冒①鐘9凶玄αこ箸●o︒O

の支配的形態となつた持株会肚に︑．シャ書マン法が適用される
か否かは千九百四年の北部証券事件︵2︶で初めて問題となり︑

律
βqOoヨげ営寧

江o♂℃℃︒bo8捨

しい持株会肚の設立はなくなつた︵4︶︒けれどもシャーマン法

百十一年のスタンダード石油事件及びアメリヵ煙草事件︵3︶に
よつて確認され︑そのため持株会肚は急速に没落してもはや新

論雫の結果五対四で適用されることに決定し︑この到決は千九

β①ざ劇羨ぢ①撃O緊西9巳鐸菖o旨

矢沢 惇﹁アメリカにおける反トラスト法の形成﹂⇔︵法
律時報第一九巻第五号︶七三頁

■●＝σ＝

︵3︶千九百三＋五年に公釜企業持株会杜法︵男q互ざq旨一受

わゆる﹁掠奪的行爲﹂︵冥巴彗o屯冥鶏膏窃︶は︑濠業委員会

の下においてもその大きな威力を発揮したトテスト︑特に持株
会肚の行つた不公正な競箏方法即ち差別贋格︑拘束契約等のい

︵︸9毒鼠巴9毒三累鼻︶或はスタンレー委員会3＼ピジョ
ー委員会︵色等の報舌によつて明らかにされ︑叉それに対よる
一般大衆の反感も大統領選挙戦による宣傳等によつて一層拍車
をかけられ︑事後にそれらの行爲を禁止するばかりでなく︑独

政機関を設置し︑不公正な競雫方法を防止することによつて問

に妥当な︵奉緩当善ぴ︶ものと不当な︵qq錦・・9暮ざ︶もの乏
を区別せず︑取引を制限し叉は独占を生ずる一切のトラスト
を蓮法なものとする北部証券事件の到決は嚴格すぎると信じて
いた︵9︶︒この見解は彼の率いる進歩党の発表した綱領の中に
現れ︑その綱領は州際商業に從事する会肚を監覗する強力な行

することを勧告し︑これに基く法案ボ上院に提出されたが︑と

を設置して︑企業者は適法か否かの疑いのある契約を予めこれ
に提出し︑一定の期間丙に許可を受けれぼ訴追されないように

題を解決しようとするものであつた︒こ弓した立場から︑ルー
ズヴェルトは千九百八年の特別教書の中で︑何等かの行政機関

することによつて︑ 醤一①亀3緩旨の適用による不安定な状

占が生ずる以前にそれを取締ることを彊く要求するようになつ
た︒このような一般大衆の不満に加えて︑特定の行爲を違法と

法を改正する蓮動が展開されるに至つた︵7︶︒

態を排除したいとい5大企業の希望もあり︑ここにシャーマン

五一

︵一五九︶

委員会法﹂︵目ぎ男巴R亀蒙巴①9ヨヨ凶琶象︸9︶及び十月
十五日の﹁クレイトン法﹂︵日︑ぎ9亀εβ︾9︶邸ち﹁不法な
制限及び独占に対する現行法を補足し︑かつその他の目的を有

ウイルソンは大統領となるや千九百十四年から反トラスト法の
改正にとりかかり︑充分な準備と公聴会を経て五つの法案は最
後にコつにまとめられ︑千九百十四年九月二十六日の﹁蓮邦取引

よろな唯一の会肚による強業の支配の禁止を掲げている︵u︶︒

的独占は弁護の余地のない許し難いものであると攻撃し︑持株
会斌︑重役兼任︑資本の水割︑差別債格及び自由な競箏を脅す

宰＄3ヨ︶を標傍し︑大体ブランダイス等と同様な立場をとつ
ていた︒そこで千九百十二年に発表された民主党の綱領は︑私

ものであろう︵憩︶︒民主党のウイルソンは﹁新自由主義﹂︵乞①薯

の法案は途に通過しなかつた︒けれどもこの勧告はトラスト問
題に対して初めて試みられた解決方法として︑充分注目すべき

当時シャーマン法をいかに改正するかとい弓問題︑いいかえ
ればトラスト問題については二つの考え方が対立していた︒一
方はフランダイス︑クレイトン等の傳統的な反トラスト主義者
で︑企業が大きくなりすぎると小さすぎる場合と同様に能牽ぷ
低下するといろ前提の下に︵き︑問題の究極的な解決を競雫の

回復に求め︑シャーマン法の強化を主張する立場である︒彼等
ほ産業委員会︑会肚局︵ω畦①男亀Oo唇o量試9︶等による調
査及びシみ︐ーマン法施行以來の蓮用上の経験に照して︑旨一①9

話器窪を成文化して特定の行爲を禁じ︑持株会魅及び重役条
任によるトラストの形成を違法とすれば︑独占はその発端にお
いて阻止できると考えていた︒これに対してルーズヴェルト
は︑資本主義的経済機構の下における企業の集中は不可避であ
り叉企業の能牽上必要であるとい5前提の下に︑トラストの中
クレイトン法と持株會雇

クレイトシ法と

持株禽態

する法律﹂︵︾麟︾9ぎ壱・暮覧o日o暮①㌶厨試β鎧宣薯孤鼠鑑器θ
q三騨名頃岳一・o幹這凶葺の讐ユヨ＾︶昌80一凶①望導含圃go夢臼冨マ

言器堕︶として成立 し た 寝
このよ5にクレイトン法は約二十五年に及ぶシャーマソ法
蓮用上の経験と︑独占的トラストに対する一般大衆の反情の上
に制定されたものであり︑その丙容は千九百十二年の民主党の

五︐二

︵一六Q︶

であり︑その実際の適用においても既に形成されたトラストの
みを問題とし︑そのため反玩ラスト法としての所期の目的を実
現するごと恭できなかつた経験を生かして︑これらの不法な取

引制限及び独占の内容を具体的に定め︑トラストをその形成前

にとりあげて︑その形成を阻止じようとずるものであつた︵U︶︒

そこで持株会肚の禁止に関するク︑レイトソ法第七條の規定をか

かげて︑これを槍討してみよう︒
第七條 商業に從事する会肚が︑同じく商業に從事する他の
会批の株式その他の持分資本σ全部叉は一部を直接叉は間接に
取得する行爲は︑かかる取得の結果ボ被取得会瀧と取得会杜の

閤の競雫を実質的に減少し︑叉はある地域におけるぞの商業を
制限し︑或はいずれかの商業部門の独占を生ずるおそれのある

会肚ぷ商業ば從事する二つ叉ほそれ以上の会肚の株式その他

場合には︑これを行うことがでふざない︒

の持分資本の全部叉億一部を直接叉は問接に取得する行爲は︑

かかる取得の結果又は議決権の行使若しくは議決代理権の授與
その他の方法による株式の利用恭︑被取得会泣相互間の競雫を

の労働規定である︒そこで反トラスト法の補正法としてのクレ
イトン法の立法目的は︑上院の司法委員会における説明によつ
ても明らかのよ弓に︑この第一の禁止規定の中にうかがわれる

減少を齎さず叉は齎そう牽しない場合には︑ごれを適用しな
い︒本條の規定は︑商業に從事する会肚がその本來の合法的営

決権の行使その他の方法による株式の利用淋︑．競雫の実質的な

これを行うことができない︒

婁質的に減少し︑叉はある地域におけるその商業を制限し︑或
はいずれかの商業部門の独占を生ずるおそれのある場合には︑

のである︒印ちこれらの禁止規定は︑シャ︑ーマソ法叉はその他
の読存の反トラスト法によつては原則として把えることのでき

業叉は当然かつ適法に附幣する事業を行わしあるために從属会

本條の規定は︑会肚が輩に投資のために株式を買入れかつ議

といおれている露㌔いいかえればシャーマン法の規定が抽象的

ない行爲を違法とし︑そうすることによつてトラスト︑共謀及び
独占の形成を︑その萌芽のうちに阻止しょ与とするものである

第三條︑第七條及び第八條の諸規定であり︑クレイトン法の中
心的な部分である︒第二ほみ︑の救済手続を定めた第四條︑第五
條︑第十一條︑第十五條及び第十六條等であり︑第三は第六條

ほ凡そ次の三つ侮部分に分げることができる砿︑あろう︒第一は
差別慣格︑拘束契約︑持株会杜及び重役兼任を禁止する第二條︑

個の條文の中にはかなり綿密なものもあるが︑・での主なる規定

るのに対して︑クレイトソ法はコ十六力條の規定からなり︑個

形式の立法で︑按術的にもむしろシャーマン法に劣る程度のも
のであつた︒けれどもシャーマン法の規定が僅かに八力條であ

綱領を犬部分具体化するものであつたが︑でき上つたクレイト
ソ法を観察するならば︑反トラスト法としては極めて雑然たる

。

肚を設立すること︑或はかかる從属会肚の株式の全部又は一部
を取得し所有することも︑從属会肚の設立が競雫を実質的に減
︵2︶

︵1︶ ﹄︐ρ国oβ耳凝耳塁
︐づ画O︒P竃雷βの﹂該伽こb㌘醗−
①9
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名・＜5弓ゲ9・がぎフわ目奉騨試ψ窃oβΩ︾霧げぎ帥俵05
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︵︼ふハ一︶

国ソ国韓⑫①凄暫＆嘗⑦■躰類．層ooOぢo富一●︵大隅健︼郎

︵9︶2豊8巴ぎ倉馨二巴9旨亀①暮︒ω量︑山︵罫国●Ω

による︒︶

ぎ因霧畦鉱暮亀目3号︒男oooo㊥︵矢沢︑前掲⇔八○頁

︵8︶

大隅健一郎﹁米國の反トラスト法と賛本的結合﹂⇔︵民商
法雑誌第二三巻第五号﹀三四ー三五頁

︵7︶

業支配の事実を指摘している︒

に金融トラ玖トの調査のために議会に設置されたもので︑
その報告においては特に重役蕪任の手段による銀行家の産

︵6︶

十一年にU・S・スチPル会祉の調査のために議会に設置
されたもので︑︐O鴛鴫含冒β霞がアメリカ鉄鋼業界の債格
と生産政策とを支配するために演じた役割等について報告
している︒

︵5︶ スタシレi委員会︵ω什帥冨一①側Oo冨琶ぎ酔oo︶は︑千九百

︵4︶

q︒ω︒︿．︾ヨ霧一8旨円oげ蓼8QO目冨醤畷︵一〇け︶

︵一〇一一︶
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檜地庸治郎﹁株式会杜﹂四一三頁以下

少しない限り︑これを禁止するものではない︒
本條の規定は︑商業の取締に関する諸法律の適用される一般
蓮輸会杜が︑線路敷設を援助する会肚の幹線に対Lて培養線と

なるよ5な位置にある支線若しくは短距離線の敷設を援助し︑
叉はかかる支線会肚の株式の全部叉は一部を取得し所有するこ

とを禁止するものではない︒叉かかる一般蓮鯨会祉が︑独立の
会肚によつて敷設された支線若しくは短距離線の株式の全部叉

は一部を取得し所有することも︑敷設された支線を所有する会
肚とそれについて所有権若しくはある種の権釜を取得する幹線
り︑これを禁止するものではない︒更にかかる一般運輸会肚溝︑

キ︑所有する会肚との間において︑寧質的な競雫が存在しない限

他の一般蓮輸会肚の株式︑所有権︑若しくはある種の権釜の取得

を媒介としてその営業線を拡張することも︑その営業線を拡張

止する略のでほない︒

する会肚と株式︑所有権若しくはある種の権釜を取得される会
肚との問において︑実質的な競雫が存在しない限り︑これを禁
本條の規定は︑既に適法に取得された権利に影響を及ぼし︑
叉はこれを侵害するものではない︒但し本條の規定は︑既に反

トラスト法によつて禁止され叉は蓮法とされたいかなる事項を

も︑正当と認め叉は合法的であるとするむのではない︒叉それ
らの法律に定められた刑罰規定若しくはその民事的救済から︑
何人をも免除するものではない︒
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︵認︶

國弘員人﹁トラスト禁止法研究﹂六三i六四頁

刊法律学第二号︶七四！七九頁
︵4
1︶

三

クレイトン法第七條の規定によれば・﹁商業の取締に関する
諸法律の適用される一般蓮轍会肚を除き﹂会肚が他の会融の株
式を取得する行爲は︑その結果それらの会肚間の﹁競孚を虫質
的に減少し︑叉は取引を制限し或は独古を生ずるおそれのある
場合﹂には禁止される︒いいかえればそのトラストが大規模な
ものであるか小規模なものであるかを問わず︑それが水干的結

合︵ぎユ習鼻巴8冨玄轟註oロ︶の場合にば︑それらの会肚間
の株式の取得は禁止されるから︑この規定を嚴格に解釈し適用
するならば︑もはやアメリカにおいては競雫々減少するいかな

五四

︵一六二︶

ボ垂直的結合︵︿R試3一8冨げぎ鋒一§︶の場合には︑それらの

管トラストをも形成することが不可能となるわけであつた︒け
れども競雫関係にない会杜間の株式の取得︑いいかえれぽそれ

株式の取得は禁止されていない︒その上この規定には﹁既に適

法に取得された権利に影響を及ぼし・叉はこれを侵害するもの

ではない﹂との制限のあることも看過してはならない︵−︶︒こ
5した内容をもつクレイトン法第七條の規定が︑壷際には裁判

所によつてどのように蓮用されていつたかを検討する前に︑ト
ラスト形成の方法としての持株会肚の利用が︑その後どの程度
まで盛痘になつたかを述べてみよ5︒

前述したように︑持株会肚は千九百四年の北部証雰事件以來

その訴追を恐れて新しい持株会肚を設立する動きは殆んダ．みら

急激に減少し︑更に千九膚十四年のクレイトソ法の制定に伴い︑

れず︑さし竜繁栄も極めた持株会肚もそのま・衰亡の途を辿る
かのよ5にさえ思われた︒けれども第一次世界大戦後の千九百
二十年代になつて反トラスト蓮動は衰退し︑クレイトソ法によ
る攻撃を受けるおそれの少ない分野では︑当時の一般的傾向で
あつた株式所有の集中に件い持株会肚の利用が再び活濃とな
り︑特に公釜企業の分野においては多数の持株会肚が設立され

るに至つた︵2︶︒このように主として持株会肚組織によるトラ
ストの形成ボ急激に盛んになつた理由としては︑大職中に高度

のため裁到所敏積極的にこれを問題にしよ5とすることボ少

の能率をあげた経済統制機構癖ゆお多く存続し︑そこに行われ
る自己規制が独占の弊害を阻止するに役立つ傾向ボみられ︑そ

ぐ︑却つて婁時は農民︑労働者等の経済酌弱者の協同行爲を承

認し︑又は公釜企業におげる組織的結合を進促しよ5とする反

契約を指摘されたアメリカ・アル︑・・ニューム会批は︑新設され

クリーヴラソド金属製品会肚が引き受けることとなつた︒この

のであつたと主張している︒これに対して裁判所は家のように

式の一部を取得することは何等違法のものではない︒その上こ
の契約はクリーヴラソド会肚を困難な経営状態から救済すると
共に験雫に必要なアルミ噛ユーム製品の需要に感えるためのも

たアル︑︑︑ニューム圧延会肚はクレイトソ法第七條に規定する
﹁商業に從事する競雫的周業者﹂ではないから︑その会肚の株

トラスト法の適用除外に関する間題がとりあげられていたこと
などをあげることができよう︒更に各州が競雫的に州の会肚法
上の制限を緩和し︑自已の州に叫つでも多くの会肚を引きよせ
汽︑としていたこと︑及び千九百二十一年の不況から株式市場は
急速に回復し︑その後は大いに発達したことなどら看過すこと

クレイトソ法第七條に蓮反するものとして蓮邦取引委員会が

ができない︒

れどもここで重要なのは新設されたアルミニューム圧延会紅

述べている︒勿論アメリカ・アルミニューム会澁が自ら圧延会
赴夕．設立し︑その株式を取得することは何等差支えない︒け

最初にとりあげたのは︑千九百二十三年のアメリカ・アルミニ
議ーム会赴事件であつた︵3︶︒．アメリカ・アルミニューム会吐
ル︑︑︑ニューム原塊の全部を生産L︑それは当時の世界生産額の

たのみならず・その有望な事業をも継承したのであり︑そうし

とクリーヴラソド金属製品会肚との関係である︒アルミニュー
ム圧延会赴はクリーヴランド金属製品会赴の工場設備を獲得し

︵≧qヨぎ9ヨOO筥℃鎧気亀︾目R一8︶は︑アメリカにおけるア

殆んどコ分の叫を占めるものであつた︒叉アルミニュ︸ム孚製
品の5ち板金についてみるならば︑第一亥世界大載の勃発まで
は同肚ボアメリカにおける唯一の生産者たる地位を占めてい
た︒大戦が始つた翌年即ち千九百十五年と翌々年即ち千九百十

︵喜累ざ巴質8R試窃︶を取得する処置をとつたため︑結局

寒関係にある新設会杜の株式を大部分取得し︑クリーヴランド
金属製品会肚を少数株主とした行爲は︑明らかにその結果﹁競
雫を寧質的に減少し︑叉は取引を制限し或は独占を生ずるおそ
れのある場合﹂であつて︑クレイトソ法第七條に違反するもの

蓮邦︑取引委員会の目的は打ち破られてしまつた︵4︶︒

六年に︑アル︑︑︑．﹃ユーム工業を営む小規模な三つの会肚ボ設立

ル．︑︑ニューム圧延会肚︵≧ヨぎ信導閃＆ぎ範言＝一ロOO葺℃弩唄︶

されたが︑その弓ちのクリーヴラソド金属製品会肚︵90ぎ富邑
冒9巴等9き言9ヨ℃き蛍︶はその経営に失敗したため︑その工
場設備の売却をアメリカ・アルミニューム会批に申込んできた︒
そこで両会肚の間で︑その工場設備をどのよ5に利用するかに
ついての商談が行われ︑結局その工場設備をそのまま引継ぐア

五五

︵＝ハ三︶

であると到決していゑこのようにLて蓮邦取引委員会の訴訟
は一旦は成功しだけれども︑その後アメリカ・アルミニューム
会肚は債務の履行という名目で︑問題になつた会肚の有体財産

を設立し︑この会批の株式の三分の二︵四十万ドル︶はアメリ

更にその後のクレイトソ法第七條に関する判例をみると・そ
の適用範囲が裁判所によつて極度に狭められていることボ理解

カ・アル︑︑︑二．一ーム会肚が︑残りの三分の一︵コ十万ドル︶は

クレイトン法と持株會杜

つたQ

クレイトン法と持株會杜

できる︒即ち千九百二＋六年の三つの事件の判決で︑会肚ぷ競
雫会肚を麦配ポるためにその株式を取得する行爲は禁止される
が︑その会肚が蓮法に取得した株式を︑蓮邦取引委員会の審判
開始以前に︑競箏会祉の有体財産の取得のために用いたならば︑
もはや法律上これを攻撃する道がないということが明らかにな

︵薯o馨Rβ竃o彗

第一の事件は︑食肉製品の製逡と販費の分野で︑州際取引に
おいて競箏していたウェスタソ︑・︑ート会赴

Oo冨冨昌く︶とネヴァダ鍵詰会肚とに関する事件であるく5︶︒

千九百†六年にウェスタン・ミート会赴はその競雫的同業者で
あるネヴァダ纏箋繭会肚の株式の全部を取得し︑それ以來引き続
き所脊していたので︑千九百十九年に蓮邦取引委員会けこの株

五六

︵コハ四︶

らば︑グレイトン法第七條の目的は完全に打ち破られるであろ

よつて途行されるわけである︒ぞこで若しもその違法に取得さ
れた株式が︑競雫会肚の有体財産の取得のために利用されるな

う︒けれどもこの命令はウ．︷スタン・ミート会冠が競雫会肚の
株式の全部を所有Lていたが︑その工場設備億未だ取得してい

ないとき︑に発せられたものであるから︑この蓮邦取引委員会の

命令それ自体は有敷であると支持している︒
第＝の事件は︵6︶原告会肚が先ず四つの競雫会肚︵弓ち一つ

は裁鋼所によつて競雫会肚でないと認られたが︶の株式を取得
し・次いでそのラち重つの会杜の全財産及び誉業を譲り受けて︑
それらの会琶を解散せしめたことに対しで︑蓮邦取引委員会が

これらの株式の取得は違法であるとし︑それに基いて取得した
全財産及び営業などの所有及び支配の停止と︑それらの処分を
命じた事件である︒下級裁到所はこれらの株式は蓮法に坂得さ
れ︑叉それらの財謹もこれに基いて取得されたものであるか
ら︑遽邦取引委員会がその所有者である原告会泣に対し︑以前
の適法な状態を回復するよ弓に︑それらの処分を命じたのは正

当であるとした︒これに対して最高裁判所は実のように述べて

いる︒︐蓮取邦引委員会が何等かの措置をとる以薗に取得された

式の取得行爲を違法と認め︑ウェスタン・ミート会斌にその取
得した株式の全部を処分すべきことを命じた︒けれどもその後
ウ子スタン・ミート会赴はネヴァダ鍵詰会肚の工場設備を取鴛
したため︑︑問題は極めて複雑になり︑蓮邦取引委員会のこの命
令が法律によつて與えられた権限内であるか否が︑或はその後

に取得した工場設備の処分をも命じ得るか否かについて雫わ
れ︑下級裁到所はその命令ボ権限を越えているとし︑蓮邦取引

法に取得された株式に基いてなされたときでも︑クレイトン法

塵の取得が不法な状態を生ずるとしても︑その救濟は裁鋼所
によつて與えられるものである︒それ故この事件におけるよう

第七條は適用されかい︑この規定の目的は︑競箏会肚の株式の
取得とそれに件ぢ特殊の弊害の阻止にあるのであつて・たとえ

肚の財産及び営業の所有に対しては︑たとえそれらが蓮

委員会に廃棄を命じている︒これに対して最高裁判所は次のよ
うな判決を下している︒ここで問題となつている蓮邦取引委員
会の命令は︑ウェスタン・ミート会肚ぷ蓮法に取得した株式を
所有している時に発せられたものである︒蓮邦取引委員会の任
務は︑違法に取得した株式の処分を命じ︑その継続的所有を有
ゆ
敷に阻止むて︑不法に抑圧された競孚を再び自由にすることに

競箏会

財

に財産の取得ボなされた以上︑もはや蓮邦取引委員会にはそれ

を処分せしめる梅限はないと到決している︒第三の事件つ︶も
全く同じ趣旨のものである︒そこでブランダイス等四人の裁到
官はこれに反対している︒印ちクレイトン法第七條の目的は︑

処分の命令を有敷ならしめるため︑その財産の返還を要求でき

軍に競争会肚の株式の取得とそれに件5特殊の弊害の阻止のみ
にあるのではない︒それ故︑会肚が蓮邦取引委員会の審到開始
後に競雫会肚の財漆を取得するならぼ︑蓮邦取引委員会は株式
るであろうとの少数意見を述べている︵8︶︒

による審勤手続が開始された後でも︑停止命令演発せられる以

前になされた財産の取得ほ適法であると認められた︒印ちアロ

ウ電氣会冠とハート・ヒーヂマン製作会肚とは︑いずれも電線
装具の製造販費に從事する競孚的同業岩であつたが︑両会肚の

主要株主淋相談して新しく持株会肚を設立し︑その持株会冠の
株式と引換えに両会肚の普通株全部をその持株会融に移韓し
た︒そこで千九百二十八年三月に蓮邦取引委員会は︑その持株
会肚の株式の取得ほ電線襲具に関する両会肚の競雫を牢質的に

これらの二つの会肚はその製品の種類が異り從つて市場を異に
しているから︑実質的には何等競箏を減少せしめるものではな
いというのである︒然し実際には二つの会肚の製造する糺装用
の靴は同一の地方に費りこまれていたのであるが︑マックル
ウァン会肚が破産に瀕していたという事実が︑この到決を下す

肚︵鑑島ζ巴昌9疹富⇒気︶の株式を取得し︑それに基いて取
得された財産の所有を許す到決をしている︵ε︒その理由は︑

ぷ︑その生産高において第四位か五位にあるマックルウァン会

を規定しているが︑財産の取得叉は州法による会肚の合併まで

高裁到所は次のような到決を下している︒クレイトン法第十一
條は同法第七條に違反して所有する株式の処分を命じ得ること

の他の全財産を処分すべきこと夕命じている︒これに対して最

同年六月︑更に持株会肚とアワウ・ハート・ヒーヂマン電氣会肚
との共同名儀の審判開始決定書を邊附し︑速にクレイトン法第

九年一月に持株会紅の解散とア・ウ．ハート．ヒーヂマン電氣
会肚の設立ボ蓮邦取引委員会に報告された︒蓮邦取引委員会は

これらの両会肚は合併してア・ウ・ハート・ヒーヂマン電氣会
肚を設立し︑両会祉及び問題の持株会壮は解散し︑午九百二十

減少し︑叉は取引を制限し或は独占を生ずるおそれがあるとし
て︑審判開始決定書を邊附した︒然しながらその後において︑

際に極めて彊く影響したといわれている︒この到決においては
特に競雫関係が問題にされ︑﹁実質的に﹂︵霊げ匹帥三巨︶競雫

更に千九百三十年に最高裁判所は︑アメリヵにおけゐ最大の
製靴業者である國際製靴会肚︵ぎ言簿讐一〇轟あぎ窃9冨冨昌︶

を減少せむめるものであるか否かが検討されたことは注目に値
するものであろう︵⑳︶︒

も禁止するものではなく︑更に買牧その他の方法によつて取得

五七

︵エハ五︶

体財産の分散を強制するための手続を定めていな．い︒多︑れ故︑若

した財産の庭分︑叉は合併によつて軍一の所有に結合された有

クレイト︸法と持株會牡

千九百三十四年のアロウ・ハート・ヒーヂマン電氣会肚事件
では︵U︶︑激しい論孚の結果五対四で︑たとえ蓮邦取引委員会

七條に蓮反する行爲を停止し︑ア・ウ電氣会冠或はハート．ヒ
ーヂマン製作会泣のいずれか一方の普通株全部及び工場施設そ

ゆ

クレイトン法と持株會杜
しもア・ウ電氣会壮とハート・ヒーヂマン製作会肚の株主ボ︑持
株会肚を組織する代りに合併をしたとすれば︑クレイトソ法に
は違反しなかつたであろう︒叉その持株会肚が連邦取引委員会
の審判開始前に︑この両会肚の財産を自已に譲渡せしめた場合

にも︑連邦取引委員会はこれを攻撃する権限をもたないであろ
5︒更にその持株会肚は︑審判開始決定書が邊附された後でも
その株式を処分することによつて︑蓮邦取引委員会の権限を排

五八

︵一六六︶

の丙容そのものに件5制限或は敏陥を指摘できる外︑個々の事
件において︑その株式の取得が果してどの程度まで競雫を減少

せしめたかを証明することが園難であり︑その上︑裁到所がそ
の規定の解糧に極めて挾い態度をとつたこと︑反トラスト法に

悩まされた会肚側が︑それを潜脆しようとして新しいトラスト
形成のための方法を工夫したことなどをあげることができるで

﹄暑＜9もo廿犀o
・騨昌q≦︒国．9胃Fま置こ℃●曽戯︒

あろう︒︵購×M︶

︵1︶

︵2︶ ボンブライトとミーンズの調査によれば︑千九百二＋
九年の初めにおいて︑アメリカの最大の事業会社九十七の

うち︑純粋持株会鮭二＋一︑持株を主なる目的とする会祉

る会吐五十九︑純粋の事業会吐四という割合であり︑しか

五︑持株と事業の相牛ばする会杜八︑事業を主なる目的とす

も二＋一．の純樺持株会杜のうち＋七会杜は︑クレイトン法
の制定された千九百＋四年から千九百二＋九年の間に形成

除することができるであろう︒又審到手続の向けられている持
株会肚が︑連邦取引委員会の審決前にその存在を失い︑合併に
よつて設立された会肚が全財壼を直接所有することになつた場
合でも同様である︒このよ5に蓮邦取引委員会はクシイトソ法
に違反して所有される株式の処分を命ずることはできる淋︑財
産の移韓叉は分散を命ずることはできないものであると述べ
て︑その命令が法律に定められた権限を越えていること夕明ら
かにし︑ている︒この判決に対してもブランダイス等四人の裁判
官は反対し・そのうちのストーソ裁到官は次のように述べてい

︵3︶ヒ琶暮ヨ9ヨ℃き矧亀︾目＆＄く・卑日ρ︵這

︵5︶頻︑●日Ω︿︒≦婁①旨5彗o︒目讐関︵一謁①︶

0・

い＝●山印βoざ旨蜀こb・90

カ独占禁止法﹂八九−九一頁による︒︶

G山OO・︵磯部士暑一﹁アメリ
︵4︶ 客●一・○・切二一ご凶αこ冒や一〇〇

器︶

きρ閃o罫耳凝耳9男画ρρ冒露β9ま置こ℃℃σお第
都留重人﹁米國の政治と経済政策﹂五四−五五頁

されたものであるo

る︒印ちいかにクレイトソ法をじゆうりんし叉は連邦取引委員
会を蔑観しても︑被告ボ機敏で︑委員会ボ審判を終り競雫者の
独立を回復する命令を発する以前にその株式を手放してしまえ
ぼ︑もはや蓮邦取引委員会はこれをいかんともする権限がない
ている︵廻︶︒

ことを明もかにしたよ5なものである︑と極めて適切に批評t

このよ5にクレイトン法第七條に蓮反する事件はその数も多
くなく︑叉その訴訟承蓮邦取引委員会の完全な成功に終つたも
のは殆んどなかつた︒その原因としては︑前述したように條文

︵一旨①︶

︵6︶醤彗9霞寓薗き壁︒εエ凝O︒目り讐矯＜6男β
o三ヰ導qo§冨ξ︿・男βo・︵一鵠①︶
︵7︶o

O■

一β一〇円鄭胆α05巴ω﹃o①堕Oo︼3℃即β気︿●冑︒目●ρ︵一〇〇〇〇︶

︵四

芦野 弘﹁米國の反トラスト法﹂八O頁

︵8︶ 大隅健一郎﹁米國の反トラスト法と資本的結合﹂
完︶︵民商法難誌第二四巻第二号︶二六ー二七頁
︵m︶

・

︵9︶

︸宣β①ざぎざ＝層㎝O

︶

大隅︑前掲︵四完︶二七f−二八頁

o
円●O︐︵一￠o

＞瑛o毒−︸︷讐．δ碧孟＝o鵬o巨㊤冨国一①9工oOoヨ℃暫β﹃＜︒

■・ 国
︵n︶

男
︵皿︶

切■国β味70餌血090竃・5一9乞騨鼠︵ら巴男置冨一ぎ掌

芦野︑ 前掲八Oー−八一頁

その後︑千九百コ十九年に始る大恐慌の克服のために︑ルー

ール︵乞o名Uo巴︶においては︑政府とビジネスの協同体制

ズヴ．︵ルト大統領によつてとられた経済政策邸ち︑；−．ディ

︵℃霧言o屋乞℃︶という観念の下に︑反トラスト蓮動は一時停止

の新しい試みもやがて失敗に帰し︑千九伯三十七年の景氣の逆

せしめられたが︑反トラスト法を虫質的に修正しようとしたこ

クレイトソ法の強化にあつたことは想像に難くないであろう︒

轄を契機として︑再び傳統的な反トラスト蓮動が張力に展開さ
れることとなつた︒その場合に先ずとりあげられた点の一つが

のできない行爲を出遅法とし︑そうすることによつてトラスト︑

前述したようにクレイトン法の立法目的が︑シャーマン法叉は
その他の既存の反トラスト法によつては原則として把えること

麻9

ピ● 匡︒＝即uoざぎざこや㎝Ooo︒

共謀及び独占の形成を︑その萌芽のうちに阻止しようとするも
のである以上︑その後の到例の動向から明かになつた各條文の

や

連邦取引委員会は︑年來︑この規定を会杜問の株式の

不備の点は︑当然修正され張化ざれなければならないわけであ

した臨時全國経済委員会︵−︶は︑その﹁最終報告及び勧告﹂に

るQ

設けることを勧告しているが︑そのいずれの点も未だ実現

八二頁に

罫q

得にまで拡張すべきこと︑及び個人による競争会阯間の株
式の取得を禁止し又はその議決権の行使を制限する規定を
していない︒

︵矢沢︑前掲飼

ている︒会肚が他の競雫会肚の株式を取得することな禁ずるク

︵一六七﹀

おいて・クレイトソ法第七條の強化について次のように言及し

五九

拙稿︑前掲二丁二三頁
クレイトン︐恥Σ詩株會耽

よる︒︶

諺ヨ①ユsづ国8揖o冒ざマ畠8

﹈≦︐男帥ぎψ︶ユ愛づ血ぴ

Ω○︼︹﹈￠冨︶Oo︿①男罫ヨo影汁

そこでウィルソン・ブラソダイス的哲学に復帰し実といわれ
るルーズヴェルト大統頭が︑千九百三十八年四月に発表した
﹁反トラスト法強化﹂に関する特別教書の中でその釧翌を城望

取得だけでなく︑ 独占的事態を導くおそれのある財産の取

︵皿︶

︵B︶

四

クレイトン 法 と 持 株 會 肚

レイトン法第七條の規定を︑現に株式に適用されていると同じ
條件の下に︑競雫会肚の財産を取得する場合をも包含するよう

ムハ○

︵一山ハ八︶

企業の集中︑独占化は急激に進行し︑この傾向は戦後に持ちこ

会には︑民主党の下院議員キーフォーヴァーほ︑反トラスト怯
を強化するためにクレイトン法修正法案を提出したが︑これほ
否決された︒千九百四十七年に蓮邦取引委員会は︑独占を生ず

されたたみ︑第一次大職直後の千九百コ十年代におけると類似
したトラス雫形成の新しい波が起り︑小企業の中には圧倒され
て経営園難になるものが多かつた︒そこで千九百四オ六年の議

ればならない︒︵a︶その財産の取得が公釜に合し︑かつ生産︑

クレイトン法第七條を改正すべきことを再び議会に報告して

るおそれのある会肚の合併に対して一暦の統制を加えるため︑

に改正すると共に︑蓮邦取引委員会に︑その合併の目的及ぴ敷
果が望ましいもの以外は︑会冠が一定の大きさ以上の競箏会肚
の財産を取得することを禁ずる権限を與えなけれぼならない︒

分配及び経誉の能率を増進し︑より経済的ならしむること︑

〆︑しζ合併が許される條件としては︑次の事項を証明できなけ

︵b︶その財産の取得が︑それらの会祉の從事す惹取引︑蓬業叉

一定割否を超えてその從事する取引︑藤業叉は商業分野を支配

いる︒叉検事総長は司法省の反トラスト部に特別合併課を創設
し︑提案された合併について助言を與え︑かつ既になされたす
．へての合併の適法性及びその潜在的独占に対する関係を調査す

独占を生ずるおそれがないこと︑︵c︶取得会肚が議会の定める

ることとし︑他の会肚との合併叉はその財産の取得を計画して
いる会肚に対してほ︑その行爲が訴追されるか否かの助言を受

雫の存在及び維持と矛盾しないことき︵e︶取得ぷ取引︑産業及
び商業分野における競雫の有敷性及び彊さの牢質的に減少する
︵f︶取得会肚がその取得
のために不法な競孚方法を用い︑叉はその他蓮邦取引委員会法
ほど競孚会肚の数を減少しないこと

の規定に違反しないこと︒なお同委員会は鞍意の投資及び純然
たる親子会肚のために適当な除外例を設けて︑競雫会肚間の株
式の取得及び持株会祉による競雫会肚の支配を端的に禁止する

然るに大戦中は各國におけると同様に︑アメリカにおいても

ことを勧告している︵2×3︶︒この勧告に基いてクレイトン法
の修正が具体的にとりあげられる以前に第二亥世界大戦が勃発
り
し︑反トラスト蓮動は一時停止された状態にあつた︒

て速に立法化すべきことを勧告している︵5︶︒

な八項目の政策を掲げ︑そのよ・ちに反トラスト法の彊化をあげ

ランスト法を一暦励行すると共に︑能率的にして進歩的な小企
業の進出を援助し︑又千九百四十一年の臨時全國経済委員会の
勧告に基く競争会泣の財産の取得︑持株会肚による支醒の禁止
等に関する立法及び執行予算の塘額の必要なることを強調し︑
更に千九百四十九年の年頭の白般激書においても︑自由な企業
と自由な政府によつて齎される繁栄の維持と層大のために必要

た経済報告書の中で︑自由競箏を奨励するためには現行の反ト

いる︵4︶︒トルーマン大統領亀千九百四十七年一月に議会に逡つ

けるために︑．予めその計画を司法省に報告することを勧奨して

することにならないこと︑︵d︶取得後の取得会肚の規模が︑そ
の從事する取引︑濠業叉は商業分野における彊力かつ有敷な競

は商業分野における競雫を実質的に減少し︑取引を制限し叉ほ

・

前述したように︑反トラスト法を補強するという任務を負つ
て制定されたクレイトン法は︑既存の反トラスト法の規定が抽
象的であり叉形成されたトラストのみを問題にし︑そのため所
期の成果をあげることのできなかつた経験を生かして︑これら
の不法な取引制限及び独占の内容を具体的に定め︑トラストの
形成をその萌芽のうちに阻止しようとするものであつた︒そこ
で第七條には︑競雫を実質的に減少し︑叉は取引を制限し或は
独占を生ずるおそれのある場合には︑会肚間の株式の取得を禁

ようとするアメリカの傳統的な反トラスト蓮動は︑この第七條

して企業問の競雫を確保し︑それによつて自由な経済を樹立し

ヴニルト︑トルーマン両大統領の教書等もこれに属するもので

の強化の問題を繰返しとりあげてきてbる︒前蓮した蓮邦取引
委員会の再度に及ぶ勧告︑臨時全國経済委員会の勧告︑ルーズ

ある︒そこでこれらの提案をとりいれたクレイトン法第七條が
制定され︑反トラスト法に関する事件を專門に取扱う裁到所が
設置されたとすれぼ︑果してトラストの形威は完全に阻止でき

てのトプストの形成を阻止できたであろうかとい5間題に関し

たであろうか︒勿論それらの提案がクレイトン法の実施によつ
て見出された欠陥を補張しようとするものである以上︑それら
の提案をとりいれれぼ︑從來の規定よりは＝層よくトジストの
形成を阻止できたかも知れない︒けれども︑それが果してすべ

止しようとする規定を新しく設け︑その他の詳細な規定と相挨

よ5に︑これらの規定は種々の原因からその実敷をあげること

が形成されてきている︒これらの原因のうちで︑反トラスト法
に関する事件が他の一般事件に忙殺される裁判所に委ねられ︑

ては︑クレイトソ法制定の前後の事情を詳細に槍討する限り︑
ヤ
その可能性の極めて少いことを認めないわけにはゆかないであ

つて反トラスト法の体制は殆んど完壁であるかのように思われ
た︒けれどもその後の第七條に関する判例をみても理解できる
ができず︑クレイトソ法の制定以後においても互大なトラスト

経済的な問題にば必ずしも明るくない法律家出身の裁判官によ
つて裁判されたということは極めて大きなものであり︑そのた
め反トラスト法の励行に集中された権限をもつ特別の裁判所を

山ハ樋

︵一山ハ九︶

展の全体を阻止しようとする試み淋︑いかに困難であり叉不可

それほど完全なものであると予想ヂることは困難であろう︒結
局︑クレイトン法を周るこの問題は︑自由資本主義的経済の発
展の趨勢の中にあつて︑箪にそれまで大企業の行つできた﹁掠
奪的行爲﹂に対する反情を表わす法律を制定し︑その経済的発

つた事実を知る者にとつては︑より慣重に行われるこの試みも

ろう︒いいがえれぽクレイトジ法の立法者達が︑それ以前の反
トラスト法の蓮用によつて與えられた幾多の奪い経験をとりい
れ︑これならぼ完壁であると考えて制定した法律が︑実際におい
ては新しいトラストの形成を阻止するに極めて無力なものであ

設置すべき旨の提案もなされている︵6︶︒同時にクレイトン法
の内容そのものに俘5立法按術的な欠陥︑例えぼ第七條が垂直
的結合帥ち競雫関係にない会赴聞の株式の取得を許し︑叉競雫

会肚の株式を取得することを禁じなぷら財産の取得を禁止して
いないこと︑更に個人が競雫会瀧閲の株式を取得することには
何等触れていないことなども︑この規定が実敷をあげることの
できない根本的な原因であつた︒それ故︑反トラスト法を励行
クレイトン法と持株會杜

クレイトン法と持株會祉

臨時全國経済委員会︵目①5零辱く2彗ざβ巴国8βマ

能に近いかということを示すものではあるまいか︒
︵1︶

れるように︑経済力集中の範囲及び結果に関する廣範な調

導ざOO目目評富9弓宕国O︶は︑独占調査委員会とも呼ば
査をなすために上院議員オマホー轟ー︵9ΩO︑葺即﹃§①鴇︶

を委員長とし︑両院より各三名︐司法省︑財務省︑労働省︑

計＋二名の委員を以て構成され︑その下にヘングーソン

商務省︑連邦取引委員会︑証券及取引所委員会から各一名︑
︵い︒＝①邑o房9︶を事務局長とする統計家︑法律学者︑経

済学者等の專門家からなる事務局をもっものであつた︒同

委員会は千九百三＋八年から千九百四＋一年にわたつて調
査を行い︑公聴会を開催して産業界の主要人物五百二十二

＋三冊の研究報告として発表している︒

人の証言を求め︑この問題に関する一般大衆の関心を換起
し︑又重要な経済問題に関する調査の結果を︑問題別に四
同委員会は千九百三＋九年七月に早くも﹁予備的勧告﹂

を提出し︑千九百四＋一年ミ月には﹁最絡報告及び勧告﹂

を提出しているが︑この報告書は過度の経済力集中の事実

た各問題について勧告をなしているが︑反トラスト法に関

を認め ︑そこに生ずる種々の弊害を除去するためには自由
な競争を活澄にするにあるとし︑大統領の教書に提案され

しても︑現行反トラスト法の励行とその実体規定︑手続規
芦野 弘﹁臨時全國経済委員会の最絡報告ならびに勧告﹂

定の改正を提案している︒

︵経済民主化第三号︶
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︵3︶ アメリヵの反トラスト法の諸規定及びその五十年kわ
たる蓮用上の経験を参照し︑又臨時全國経済委員会の勧告
をもとりいれた我國の独占禁止法︵昭和二十二年法律第五
＋四号︶が持株会杜の設立を全く禁止し︑会祉間の株式の

取得を原則として禁止していたこと︑更にその後の改正︵昭
和二＋四年法律第二百＋四号︶によつて会杜問の株式の取

得が原則として自由になつたことは︑クレイトン法第七條
の規定と比較して検討を要する点であらう︒︵拙稿﹁︐独占
禁止法の改正﹂法学研究第ニニ巻第六︑七合併号参照︶

︵4︶﹃︒目﹄︑9皇o
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世界週報第二八巻第四号扁四頁以下

大隅︑前掲︵四完︶四一L四三頁

大隅﹂米國の反トラスト法とわが独占禁止法﹂一〇三頁

世界週報第三〇巻第四号h六頁以下
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