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第 1　はじめに

　これまで人材分野と独占禁止法の関係につき、雇用類似の契約に対し独占

禁止法を適用しないという運用が長く続いてきたが、個人請負型事業主（フ

リーランス）の働き方が増加する中で、2021年 3月、内閣官房等が「フリー

ランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を公表

し、発注者との取引で生じるフリーランスに対する一定の不利益行為につき

優越的地位の濫用、下請法の違反行為が成立し得ることが明確となった。

　他方、労働法学者からは、「フリーランス全般に対し競争法が適用される

とする『ガイドライン』の基本的な考え方は労働組合法の歴史が競争法（独

禁法や『営業制限の法理』）との血みどろの闘いであったことを想起すると

き、歴史を逆転させかねない危険性をはらんでいる」とか
（１）
、「独占禁止法は

右手に『不当な取引制限』、左手に『優越的地位の濫用』という武器をもっ

ている…（略）彼ら（筆者注：フリーランスを指す。）が団結し衆の威を恃んで

不当な取引制限に踏み込んだりしたら、右手の武器が振り下ろされる可能性

がある」といった指摘がなされている
（２）
。この背景には、我が国の独占禁止法

と労働組合法の間に、労働者の共同行為に関する明文の調整規定が存在しな

いことにも一因がある。

　そこで、本稿では、米国におけるシャーマン法とクレイトン法の制定過程

を概観した上で、労働者の共同行為に関する適用除外の条文内容とその趣

旨・射程範囲を整理することとしたい。さらに、第二次世界大戦直後に制定

された日本の労働組合法において労働者の共同と免責の関係が明記されなが

ら、独占禁止法には法文上適用除外を設けないとの考え方が示され、さらに

事業者団体法の制定で労働分野が枠外に置かれることになった経緯を踏ま

え、立法過程での米国の議論が与えた日本の労働組合法・独占禁止法の制定

時への影響を確認する。
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第 2　米国シャーマン法の制定過程

1　法案の議会上程までの経緯

　1888年 7月、上院にて共和党出身の John Sherman議員
（３）
が財務委員会に対

し、反競争的な協定などを禁止する予算関連法案の調査提案を行い、直ちに

可決に至っている
（４）
。続いて同議員は1888年 8月14日、完全に自由な競争を阻

止する違法な結合、協定、トラスト等が公共の利益に反し違法かつ無効であ

るという内容からなる反トラスト法案を提案し、上院財務委員会にて付託・

議論され、修正された法案が同年 9月11日に上院に提出された。

　その後1889年12月、Harrison大統領が、一般教書演説にて連邦反トラス

ト立法に真剣に注意を向けるよう提案
（５）
、その直後、Sherman議員はその前

年度の提案と同じ法案を上院に提出し、議会での議論が開始されている。

2 　労働組合の適用除外

（ 1）労働組合へのシャーマン法適用可能性をめぐる懸念

　まず議会での議論の中で、George議員は、シャーマン法の制定について

議会が規制を望む行為に対しては効果をもたらさず、「純粋に道徳的で防御

的（moral and defensive）な協定」に適用される可能性があるとの問題意識を

明らかにする。George議員は、南部の綿農家の団体が黄麻袋のトラストに

対抗するため当該製品の共同購入を拒絶する事例を挙げつつ、完全で自由な

競争を阻害するものとして、違法となるのではないかとの深刻な懸念を寄せ

ている。Sherman議員は、こうした購入カルテルは条文の射程範囲外であ

ると答弁するが
（６）
、外形上は共同行為であることに違いなく、かなり説得性に

欠けるものであった。

　さらに George議員は一歩進んで、農家が自らの製品の価格を引き上げる

場合だけでなく、労働者が自らの賃金を引き上げる場合も含まれるのではな
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いか、賃金引上げは製品価格の転嫁につながることから、こうした結合が条

文の文言に当てはまるのではないかとの懸念を指摘する
（７）
。また Teller上院

議員も、価格の引き上げを求める正当な行為、特に農業連合や労働騎士団に

よるものが違法とされる可能性について疑義を呈している。例えば、農業連

合によって農業生産物の価格を引き上げる行為は最も望ましく、国の繁栄に

とって絶対的に不可欠であることを指摘した上で、公共の利益に反しないこ

とを示唆する。同議員は合法手段の利用の下であれば、労働賃金引き上げ等

の目的でこの国の労働者が共同する機会を否定することはできないこと、そ

して 1日0.5ドルの賃金を引き上げたり、その地域の中で大きな影響をもた

らそうとしたりするために共同することが違法な共同と評価されることはな

いとの見解も述べている
（８）
。

（ 2）適用除外条項をめぐる修正協議

　1890年 3月24日、Reagan議員が、価格に影響を与え、商品の生産を減少

させるような合意を違法とすることを明確にする改正提案を行ったが、これ

は逆に農業や労働団体に対する適用可能性を排除するためのものであった
（９）
。

Sherman議員は、法案が農業団体や労働団体等に広く適用される可能性に

ついて否定してきたが、こうした懸念に対応するため、1890年 3月25日、賃

金引き上げのための労働者の共同行為についてシャーマン法 1条を適用する

よう解釈しない旨の提案を行うに至る
（10）
。

　「ただし、本法は、労働時間数の制限又は賃金の引き上げのためになされる

労働者間の取り決め、協定又は結合に適用されると解釈してはならず、及び自

己の農産物又は園芸作物の価格を引き上げるためになされる園芸又は農業に従

事する者の間の取り決め、協定、組合又は結合に適用されると解釈してはなら

ない
（11）
。」

　これに対し Edmunds議員は、労働者、消費者、製造業者に対し指揮命令

できる地位にある巨大な産業独占の分割に賛意を示す一方
（12）
、労働団体に対す



　　57労働者の共同行為に関するシャーマン法・クレイトン法制定過程（中里）

る特定の適用除外制定に反対する。すなわち、労働者が使用者に雇われてい

るという事実の下で、使用者側の共同を許した場合に、これを防御するため

労働者側も共同せざるを得ず、この連鎖が全ての分野で階級闘争を引き起こ

し、国家の社会発展を妨げることを懸念している。さらに Edmunds議員は

仮に製鉄所に従事する労働者が労働組合を通じて賃金引上げを実現させたと

しても、製鉄所（使用者）側はシャーマン法によって共同が禁止されている

が故に賃上げのコスト転嫁を理由とした鉄鋼製品の引き上げができず、最終

的に需要や製造能力ではなく労働者の意思に従うままに撤退するか存続する

か、選択せざるを得ないとする
（13）
。こうした点を例示しつつ、使用者側が価格

を引き上げることが犯罪であるのに対し、労働者側の共同が許されるという

不平等が、広範な倒産を招き、経済全体を破綻させるという主張を行った
（14）
。

　一方 Hoar上院議員は、資本に対抗する労働組織の地位を引き上げる形

で、ある意味で不平等を許容するアプローチを採用する
（15）
。この主張は、使用

者側の共同が目的とする一定の利益水準の維持は、特定の事業者や特定の階

級への利益確保、合法性、州際取引への影響にとどまり、それが故にシャー

マン法の違法性が問題となるのに対し、労働組合による賃金等の労働条件の

向上を本来的な政府の役割ととらえている。Hoar議員は、労働者の賃金標

準の引き上げ又は維持、指導や改善のための休暇を短縮・延長するといった

問題は、政府の存在意義にも関わる問題であると指摘した上で、賃金水準向

上のため努力し自らの目標を合法かつ効果的に達成しようとする労働者側の

共同を連邦国家の存在に不可欠なものとして積極的に評価する
（16）
。当時、米国

で労働基準法や最低賃金法に相当する労働者保護立法が確立していなかった

ため、労働組合に労働条件の設定の役割を担わせるという発想は一定の合理

性を有していた。

　Sherman議員による修正案は、上院の全会一致で賛成を得たにもかかわ

らず、法案の合憲性に疑問を持つ George議員が司法委員会への審査付託を

提案し、1890年 3月27日に31対28で上院司法委員会に付託された。司法委員

会では 8人中 4名が適用除外規定の必要性に賛成したが
（17）
、司法委員会委員長
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である Edmunds議員及び Hoar議員の提案により、突如それまでのトラス

トの定義や農業団体や労働団体に対する適用除外の改正条項削除が提案さ

れ、1890年 4月 2日に全員一致で同委員会を通過し現行法と同様の規定とな

った
（18）
。

　シャーマン法案はこの司法委員会の条文修正の中で、独占の規定（ 2条）

を付加する形で本会議に送付されており、1890年 4月 8日、ほぼ全会一致で

上院を通過する。なお、Sherman議員は、司法委員会委員ではなかったた

め、この適用除外削除の過程にも関与していなかった。同議員は、最終的な

法案が、自分が希望した形ではなかったことを認めつつ最善の策であるとし

て、法案の可決に賛成した
（19）
。その後、シャーマン法は1890年 6月20日に全会

一致で下院を通過、同年 7月 2日に Harrison大統領の署名を付して成立す

ることになる
（20）
。

3 　小括

　Sherman議員は、合法的な結合か否かを正確に定義することが難しく、

司法での個別事案に委ねられるべきこと、「議会としてできることは一般的

原理を宣言することのみである」として立法の限界を示唆する
（21）
。だが労働団

体等の適用除外に関する共通の問題意識にかかわらず条文化を見送ったこ

と、さらにシャーマン法 1条の最終的な文言の抽象性と司法判断に依拠した

ことが、その後、多数の司法判断が労働者の共同行為をシャーマン法違反と

判断する要因ともなった。また、使用者と労働者の地位の不均衡に着目した

議論がある一方、シャーマン法 1条との抵触可能性については団体交渉や賃

金引上げの議論にとどまり、労働差止命令で問題となるボイコットや、スト

ライキの本質である労働者による労務提供の不停止を含め適用除外の対象と

なる具体的行為が議論されていない。後述のとおり立法趣旨及び司法判断と

の矛盾・乖離はクレイトン法 6条の導入時も議論の焦点となっている。
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第 3　クレイトン法の制定過程

1　クレイトン法前史─予算調整条項の成立

　労働運動へのシャーマン法適用除外の必要性の議論は、裁判所による労働

差止命令の活発化に対し、1900年、Terry議員が下院に同法適用除外のため

の改正法案を提案したことに始まる。法案は下院を通過したが、上院は何ら

対応を取らず廃案となった
（22）
。

　1910年、Hughes議員は、労働組合又は労働者の不法でない行為に対する

告発に関して司法省の予算支出を禁じる予算修正条項を提出する。この予算

修正条項は下院を通過するが、上院が拒否し、最終的には可決に至らなかっ

た
（23）
。1911年の予算修正条項が提出され両議会はこれを可決したが、同時に通

過していた労働省設置法案に関連し、共和党の Taft大統領が米国労働総同

盟の Samuel Gompersに対し予算修正条項の撤回を条件にこの労働省設置法

案に署名することを申し出たとされる。これに対し Gompersは予算条項の

撤回に応じなかったため、Taft大統領は労働省設置法案に署名する一方、

1913年 3月 4日、予算修正案について拒否権を発動する
（24）
。これに対し下院は

Taft大統領の拒否権を賛成多数（264対48）で覆したが、第62回議会の会期

切れを迎えた。その後第63回議会に入り予算修正条項が再度上程されて議会

を通過、1913年 6月23日、Taft大統領の後任である民主党Wilson大統領の

署名により成立したため、司法省の運用における適用除外の取扱いが実体法

に先行して実現した
（25）
。

2 　手段の合法性・目的の正当性の位置付け

（ 1）条文構成の変化

　1914年 5月 6日に提出された下院司法委員会報告書は、労働組織の存在や

運営の合法性に関するすべての疑義が解消されるよう、反トラスト法下で裁
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判所が団体の解散権を有するような解釈や、団体加盟の個人が団体の正当で

合法的な目的を実行することを禁じるような解釈がなされてはならないこと

を提言した
（26）
。この中で適法とされる組合の行為は、正当かつ合法的な目的

（the legitimate and lawful objects）を実施する行為に限定されている。

　下院に提出された法案は以下のとおりクレイトン法第 6条第 1項の第 2文

の原型をなす。

　“That nothing contained in the antitrust laws shall be construed to forbid the 

existence and the operation of fraternal, labor, consumers, agricultural, or 

horticultural organizations, orders, or associations instituted for the purpose of 

mutual help, and not having capital stock or conducted for profit, or to forbid or 

restrain individual members of such organizations, orders, or associations from 

carrying out the legitimate object thereof.”（注：斜体部分は筆者による。以下同

じ。）

　このように、下院における提案内容は、正当目的（legitimate object）を掲

げるにとどまっており、前記報告書の the legitimate and lawful objects（注：

斜体部分は筆者による）との記載よりも労働者の共同を許容する立場を採用

している。これに対し、上院段階での付託条文は以下のように変更され、目

的の正当性に加えて手段の合法性を付加しているが、上院の調査報告書はそ

の理由を特段説明していない
（27）
。

　“That nothing contained in the antitrust laws shall be construed to forbid the 

existence and the operation of labor, agricultural, or horticultural organizations, 

instituted for the purposes of mutual help, and not having capital stock or 

conducted for profit, or to forbid or restrain individual members of such 

organizations from lawfully carrying out the legitimate objects thereof; nor shall 

such organizations or the members thereof, be held or construed to be illegal 

combinations or conspiracies in restraint of trade, under the antitrust laws
（28）

.”

　この時点で最終的に成文化された「労働は商品に非ず」との一文は存在し
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ないが、手段の合法性、目的の合法性の要件は修正されることなく、このま

ま成文化されている。

（ 2）手段の合法性・目的の正当性をめぐる実質的議論

　現行クレイトン法第 6条第 3文の議論の過程で、Henry下院議員は以下の

とおり労働組合の合法とされる行為を適用除外の対象とし、いわゆる確認規

定の趣旨であることを明らかにする。

　「労働組合は、犯罪に関与することや違法行為を行うことを許容するよう求

めたことは一度もない。彼らは、政府に対し特権を与えるよう求めたこともな

い。取引、結合、トラストの制限に関する共謀の問題を扱う際に、神から与え

られた権利である労働が、供給する者が取引に反する共謀であるとか、反トラ

スト法に反する違法な結合であると区分されたりすることのないようにすべき

であるということを主張しているのだ。我々は、取引制限に対する反トラスト

法は、労働団体や農業団体に適用されない旨、極めて明確で直接的な文言によ

って、誤りを正し、明確に特定したい。」
（29）
。

　Thomas下院議員も、この適用除外の下でも、暴力に関与したり、財産を

破壊したりする者は処罰の対象となるとして、適用除外の外延についての歯

止めを試みる
（30）
。さらに、Green議員は平和的ストライキや平和的ピケッティ

ングのみを合法とする考え方を示唆する
（31）
。

　上院でも Hughes議員は、合法化の条件として、自らの雇用条件を向上さ

せる目的で、使用者に対する労務提供を停止することを認めた上で、組合が

悪意を持っていないこと、他人に危害を与えないこと、そして使用者の事業

を妨害しないことを挙げる
（32）
。さらにストライキの合法性に関連し、

Thompson議員は、労働組合の存在及び組合の実施した合法的行為が適法と

なるが、違法な行為が行われたり違法な手段が用いられたりした場合には反

トラスト法その他の法律によって違法となる旨を述べており、手段の合法性

を求める立場を採っている
（33）
。Hollis議員は、具体的に、暴力（violence）、強
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制（coercion）、脅迫（threats）、威嚇（intimidation）がこの違法な手段に当た

るとする
（34）（35）

。

　このように、労働者の共同行為に関する手段の合法性と目的の正当性を求

める点については、おおむね上下院での共通の理解が見られる。

3 　英国労働争議法の影響

　米国のクレイトン法制定の過程では、Sherwood議員から英国にて1906年

に制定された労働争議法の内容すなわち、労働者の共同行為を取引制限法理

から除外する法律の存在が紹介されている
（36）（37）

。この点、ピケッティングについ

て労働組合に対する損害賠償責任を認めた Taff Vale Railway事件
（38）
を受けて

1906年に成立した英国の労働争議法
（39）
は「個人や二以上の者が、自ら若しくは

労働組合又は個々の使用者若しくは企業の利益のために、住宅又は自らの住

居、勤務場所若しくは営業所、それらの隣接地域において労働紛争を企図し

て行動することについて、仮にそれらの者が平和的に情報を得たり、情報を

伝達したりする目的で、又は労働するように若しくは労働しないように説得

する目的で参加したにすぎない場合、合法とされねばならない」こと及び

「自ら若しくは労働組合のために行われた疑いのあるすべての不法行為に関

連し、労働者若しくは使用者の労働組合又は組合員若しくは役員その他の労

働組合の全てのメンバーに対するいかなる訴訟も、裁判所において取り扱わ

れることはない」ことを定めている
（40）
。

　このように英国の労働争議法は米国のクレイトン法 6条の制定過程の中で

参照されているが、さらに後述のとおり、日本の民事免責の議論ともつなが

っている
（41）
。

4 　司法による解釈裁量

　このように立法趣旨の方向性は明確である一方、クレイトン法の制定過程

では司法判断に対する疑義が多数挙げられている。例えば Bartlett下院議員

は、シャーマン法の制定過程で労働団体に対する適用除外の趣旨が明確であ
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ったとしても、最高裁が労働者に対し不利な司法解釈を行ってきた歴史を強

調する。同議員は、Hoar議員による1890年の適用除外立法提案を支持する

旨の議会演説を引用しつつ、裁判所の解釈が可能な“Nothing shall be 

construed”という文言に代え、司法解釈の余地の少ない“It shall not be 

unlawful”という条文下で労働者の共同行為を適法とする提案を行ってい

る
（42）
。MacDonald下院議員も反トラスト法の適用を控える旨記述する方が明

確性に資するとして、“It shall not apply”との条文を提案する
（43）
。

　司法による差止命令の濫用への懸念とあわせ、司法による経済問題への無

知、労働者への無関心、財産と人権の区別ができていないことが背景にある

との指摘もなされている
（44）
。上院では、Sterling議員も労働組合の運営等に関

し、条文の文言の不確実性が残り、裁判所の決定という視点でより明確で正

確な定義が必要であるとの問題意識も提示されている
（45）
。

　通常、法律上の文言の解釈は最終的に司法に委ねる必要がある一方で
（46）
、衡

平法上の差止命令では、陪審判断が排除され裁判官により大きな権限を与え

ることになること
（47）
、差止命令違反に基づく法定侮辱罪の審理では簡易な手続

が用いられる点で
（48）
、手続全体を通じて裁判官の裁量の余地が大きい。この点

が、その後、Duplex事件最高裁判決
（49）
をはじめ、なおクレイトン法制定後も

労働差止命令を許容する源流となっていたことに留意する必要がある。

5 　労働者の共同行為の限界─二次的ボイコットをめぐる議論の混乱

　クレイトン法の制定過程では、適用除外の対象が労働者と使用者の直接の

関係に限られるのかどうか、Pullman Palace Car事件
（50）
では、使用者たる

Pullman Palace Car社製の鉄道を用いないよう第三者である鉄道会社の労働

者に働きかける行為、つまり二次ボイコットを違法とするか否かが問題とな

ったが、特にボイコットの対象相手やボイコット主体について第三者を交え

た場合に、これが適用除外となるのかをめぐり、かなり激しい論争が行われ

ている。

　まず下院にて、Volstead下院議員は、二次的ボイコットの合法性を意図し
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たものか条文上明らかにするよう議論を提起した上で、仮に司法で争いにな

った場合に合法対象行為が明確に分かるように、何らかの修正が必要である

と主張する
（51）
。

　また、クレイトン法20条第 2項（提案当時18条）における争議の当事者を

支援することを中止することを禁止してはならない（from ceasing to 

patronize）との表現と二次ボイコットの適法性との関係について問われた

Webb議員は、「率直に言えば、この条項が起草された際、慎重に二次ボイ

コットを適法にしないように記述されたこと、そして我々は、これを適法に

するものではないと確信している」と回答している
（52）
。さらに、Webb議員の

この後の発言で、この支援の中止に関するクレイトン法20条 2項はあくまで

紛争を直接の当事者間に限定するため、別の当事者による支援を中止させる

行為が容認されているに過ぎず、これは第二次ボイコットと異なることが明

示的に確認されている
（53）
。

　他方、Ashurst上院議員は、立法目的につき、自ら雇用関係にある使用者

との関係で生じる労働紛争への参加を認める趣旨に限らず、その他いかなる

労働紛争への参加も含めるほか、非組合員だけでなく、その他の自らの使用

者との間で雇用関係にない労働者に対するストライキの呼びかけや資金援助

全般を合法化する目的であることを述べる
（54）
。これに対し Cummins議員は、

紛争当事者の使用者の取引先の商品を買わないことを示唆することは容認す

るが、使用者と取引をする第三者と一切取引しないという形で労働紛争と無

関係の者を巻き込むようなことはすべきではないとして、二次的ボイコット

への歯止めを提案する
（55）
。

　違反行為の対象行為が合法か否かという議論は、使用者と直接の契約関係

にある労働者の間の共同行為のみを差止命令の対象外とするのかどうか、す

なわち労働紛争への裁判所による差止命令の禁止の範囲を定めたクレイトン

法20条の解釈にも波及する。この点、Pomerene議員は、20条第 2項につい

て二次的ボイコットを合法化すれば全てのボイコットに制約がなくなるとし

て反対し、単に 6条の問題のみならず20条の射程範囲についても問題提起す
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る
（56）
。この点、強く適用除外規定を求めていた民主党の Hughes議員も、「第

二次ボイコットやその他のボイコットを正当化するような文言は含まれてい

ない」として、歩み寄る姿勢を見せる
（57）
。

　一連の議論を見る限り、クレイトン法制定の段階では二次ボイコットの扱

いについては、必ずしも意見の統一をみていない。そしてこの問題を先送り

せざるを得なかったことが、二次ボイコットが差止命令の対象となるとの判

断を下した Duplex事件判決につながることになる。

6 　小括

　クレイトン法は、1914年10月 5日に上院を、10月 8日に下院を通過し、

1914年10月15日にWilson大統領が署名、法案は成立した。その際、Wilson

大統領は「労働があたかも生きる人間の富や幸福から切り離された無主物の

商品として取り扱われたり、販売や交換の目的物として取り扱われたりする

ようなことはもはやない。」と説明する
（58）
。

　しかし議会の中に労働者の共同行為についての完全な適用除外を企図する

議員が存在していた一方、司法解釈を尊重するように読める条文が残り、そ

れは下院司法委員会の主導で可決され、上院司法委員会もこれに従うことに

なった
（59）
。Gompersも「この法律の有効性が司法部の行動と解釈にかかって

いるのを心得ていた。裁判所がなにをするかは時がたって見なければわから

なかった。」と述べているが
（60）
、この将来への不安は第二次ボイコットの違法

性を認定した Duplex判決によって的中する。

第 4　日本における労働者の共同行為の正当化をめぐる初期の議論

1　前提問題

　これまでに述べた米国の状況と異なり日本では以下の法制度等の違いから

議論が先鋭化しにくい状況であった。
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　まず、日本では懲罰的損害賠償制度が存在せず、Danbury帽子工事件
（61）
の

ような労働組合の財政基盤、組合員の生活基盤に直結するような同制度の脅

威が比較的小さいといえる。

　次に、米国の衡平法、クレイトン法 6条の差止請求との比較では、あくま

で日本の民法債権法上は差止請求権が例外として位置付けられており、私訴

を通じた労働差止命令自体を念頭に置く必要はなかった。言い換えると立法

当時、所有権等の物権に基づく妨害排除請求権の行使でない限り、ストライ

キの禁止や、組合員に対するストライキの慫慂を禁止するような一般的な対

人的義務付けを命じる差止請求を想定する必要がなかった。

　さらに、独占禁止法よりも労働組合法の制定が先行したことから、労働組

合法上の刑事罰の免責規定の射程範囲は独占禁止法違反行為以外の刑法犯、

すなわち戦前の組合弾圧を前提とした各種警察立法を対象としていた。これ

に対し、労働組合法制定当時における民事免責規定との関係については、後

述するとおり英国における取引制限法理及び米国におけるシャーマン法違反

行為に基づく議論がある程度念頭に置かれている。

　そして、日本の独占禁止法制定過程における労働法との調整問題という側

面では、極めて抽象的な法適用の優先関係の問題意識にとどまり、①公取委

による公的執行（当時の審決）や、②刑事罰の取扱い、③民事賠償との調整

はほとんど議論されていない。

2 　労働組合法制定時の議論

　一定の労働組合の行為について刑法35条の適用を認める労働組合法第 1条

第 2項、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受け

たことの故をもって組合及び組合員に対する損害賠償請求することができな

いとする同法第 8条の制定過程について、米国等の議論が影響しているとす

れば、反トラスト法との接続点を意識する可能性はあったのではないかとい

う問題意識に基づき立法経緯を確認したい。

　まず、労働組合法は労務法制審議委員会（以下「法制審」という。）にて
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1945年10月から 5回の会合が行われ、同年11月24日に答申案として芦田均厚

生大臣に労働組合法案が提出された。その後、1945年12月 8日に帝国議会に

提出され、衆議院・貴族院では修正が行われないまま同年12月19日に可決、

成立している
（62）
。1949年の労働組合法全面改正では、刑事免責規定は 1条 2項

ただし書（暴力の行使は正当な行為と解釈されてはならないこと）を追加して、

民事免責規定は1945年法の条文が、それぞれ継承された。

　GHQからの独占禁止法草案であるカイム試案の提案は、1946年 8月ころ

であり、労働組合法における各種免責規定の検討に当たり、日本の独占禁止

法の制度趣旨や条文と関連づける形で意識することは時系列上不可能だっ

た
（63）
。他方、労働組合法の民事免責規定では、以下のとおり、英国及び米国反

トラスト法を意識した議論がなされている。

（ 1）刑事免責規定について

　まず労働組合法の刑事免責の対象について、刑法、暴力行為処罰に関する

法律、警察犯処罰令、行政執行法及び出版法の関係条項が意識されていたに

とどまる
（64）
。これについて、末弘厳太郎委員は、刑法については騒擾罪、業務

妨害罪を意識していたことを挙げているほか、警察犯処罰令、行政執行法等

については不当な結果が起こる実例があることを指摘しており、治安維持法

の廃止後も当該法令による処罰が継続していた実情に合わせ、その抑制策を

現実化したものと思われる
（65）
。このように労働組合法の刑事免責規定について

は GHQの関与が少なかったことと相まってか、米国反トラスト法等の議論

を意識することなく制定された可能性が高い
（66）
。さらに、1949年法改正では、

ただし書が追加されているところ、これは「労働組合の正当な行為は罰せら

れないということは現行法に明示してありますが、之が稍稍もすれば、ほし

いままに解釈されていた従来の経験に鑑みまして、少なくとも労働組合の暴

力の行使等は正当でないことを明らかに」したものとされる
（67）
。
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（ 2）民事免責規定について

　労働組合法上の民事免責規定の可否については、労働組合代表として参加

した松岡駒吉から、第 2回法制審会議（1945年10月31日）中、イギリスにて

鉄道会社におけるストライキを実施した組合員及び組合に対しコモンロー上

の取引制限の法理が適用され、15万ポンドの損害賠償請求が認められた Taff 

Vale Railway事件
（68）（69）

を紹介した上で「組合並に組合役員というものが賠償の責

に任じなくても宜しいというように規定を置いて戴くことなくしては、労働

組合というものは絶えずそういう危険にさらされ」（注；筆者が現代仮名に修

正）るとの危惧が示されている
（70）
。また末弘委員は同事件を受けて英国で制定

された労働争議法について、「賠償免除を漠然と置くと故意悪意で損害を与

える積りのものまで除かれる」ことになるがそれは一般の不法行為により対

処することが可能であって、法律の規定はこれでよいとしてイギリスにおけ

る罷業権の濫用に関する議論を紹介している
（71）
。

　第 3回法制審会議では「雇用者は同盟罷業その他の争議行為により損害を

受けたるの故を以て労働組合又はその組合員若しくは役員に対しその賠償を

請求することを得ず但し争議行為が第24条の規定に違反して為されたるとき

は此の限りにあらず」との規定が提案され、答申案まで維持されている
（72）（73）

。

　労働組合法上の民事免責規定の導入は競争法との抵触を意識していること

が明らかであるが、独占禁止法の制定経緯では米国反トラスト法の議論が強

く意識されたことと対比し、どちらかというと英国での議論が引用されてい

る労働組合法の経緯は非常に興味深い
（74）
。

3 　原始独占禁止法における適用除外規定の見送り

（ 1）制定過程

　他方、労働組合法では民事免責を念頭に適用除外が導入されたのに対し、

原始独占禁止法ではクレイトン法 6条類似の規定が設けられることはなかっ

たが、それはなぜだろうか。

　米国占領軍の指導の下で行われた独占禁止法の起草過程の中で、1946年 8
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月に司令部から提示されたカイム試案がクレイトン法 6条を参考にしていた

状況がうかがえる
（75）
。具体的には、小事業者や消費者の合法的な任意協同組合

と並んで「労働組合の行為にして、被傭者の位置を改善する善意の努力の下

になす、傭主、被傭者間の正常且合規の交渉にして公益に合致するものに付

いては之を適用しない」との適用除外規定が存在していた（第13条）。この

カイム試案は、単なる考え方や要綱を示したものではなく、その後の条文化

を想定したものと思われるが、その後の日本政府による起草過程では、「法

文上当然適用されないから特に規定する必要がない」との考えを中心に検討

がなされた
（76）
。

　一方、カイム試案には、違反行為の主体について一切記載がなかったもの

の、1947年 1月 1日の商工省企画室法案（以下、「商工省法案」という。）の中

ではじめて、不当な独占の定義規定の中で、「農業、工業、鉱業、商業、金

融業その他の事業（以下事業という。）に業として従事する者」という形で事

業者の概念の萌芽がみられる。そして同年 1月28日に GHQに提示された法

案の中で「商業、工業、金融業その他の事業を営む者をいう」との事業者概

念が提示されるとともに、法案の中で特段労働組合の適用除外に触れない形

で原始独占禁止法の制定に至る。なお、GHQからの「労働組合の適用除外

の欠如」や「労働組合に対する本法の適用如何」との質問に対しては、「本

法の主体は事業者故入らぬ」あるいは「事業者故労働組合は入らない」との

回答がなされたことが明らかになっている。

　これまでの法案策定過程をめぐる先行研究は、労働者及び労働組合が違反

行為の主体となるかどうかに着目しているが、法案作成段階では、他に労働

市場をめぐる条文の手がかりが残されている。具体的に、商工省法案は不正

な競争行為の一つとして「事業者が、その同業者に対する原料、資材、労務
又は商品の供給を妨害する行為」（18条 6号、斜体は筆者による。）を定義して

いたことが極めて注目に値する。仮に違反行為者の事業者性を狭く解したと

しても、事業者に該当する行為主体が、競争事業者たる別の「同業者」とこ

れに対して労務を提供しようとする労働者又は個人請負型事業主との間の取
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引対象とする妨害行為を行った場合に、これを不正な競争方法、現在の不公

正な取引方法に該当するものと判断できる可能性もあった。具体例は明らか

ではないが、少なくとも使用者による労働者又は個人請負型事業主に対する

契約期間終了後の競業避止義務がこの文言に当てはまる。

　商工省法案18条 6号は単に違反行為の定義にとどまらず、労働役務を市場

に対する投入物としてとらえており、現代の問題意識にも通ずる。特に現在

の米国反トラスト法の中で、使用者の寡占が加速化している状況を背景に、

労働供給市場に対する悪影響が論じられていることとの関連性に着目した

い。例えば新 Brandeis派を中心に買手独占の進展が、労働者の賃金低下や

より良い雇用条件を求めて移動する労働者の選択肢を妨げるという議論がな

されている。その影響を受け、米国司法省反トラスト局長は労働市場への対

応が反トラスト法の最優先課題であると述べるほか
（77）
、2022年 1月に公表され

た米国合併ガイドラインの見直しも買手独占と労働市場の関係を重要な論点

と位置付けている
（78）
。我が国でもこの商工省法案18条 6号を起点に労働役務市

場を独占禁止法上どのようにとらえるべきか、条文に基づく理論的発展と実

例が展開される余地が存在したともいえる。

　しかし、1945年 1月28日の GHQへの提案に当たり、第14条の不正な競争

行為についてその対象行為をより精緻化する一方、労務供給妨害に関する文

言は削除された。理由は不明だが、労務提供の事業該当性を否定する方向性

と平仄を取った可能性が高い。

　この原始独占禁止法の制定段階では、不当な取引制限、不公正な競争方

法、共同行為の行為主体の概念として、「事業者」が前提となっている。こ

の制定時には構成員の集合体たる「事業者団体」という主体概念が存在せ

ず、労働者及び労働組合の双方を適法とするためには「事業者ではない」と

整理するか、事業者であるがその行為は適法であるとするほかなかった。こ

の結果、違反行為の主体となり得ない以上、法技術的にみて適用除外の条文

を入れる必要がなくなったと整理されたのではないか。いかなる違反行為で

労働者利益との接点が生じるのか具体的議論が行われないまま、抽象的な形



　　71労働者の共同行為に関するシャーマン法・クレイトン法制定過程（中里）

で労働者等の行為について独占禁止法の枠外とすることが固まり、その結果

が近時に至るまでの長年の議論の停滞を生んだと言える。

（ 2）事業者団体法における自由業の位置付け

　独占禁止法における労働の取扱いについては「人が自分の勤労を提供する

ことは、事業ではない」との橋本龍伍の論稿を引用しつつ
（79）
、制定過程におけ

る前述の整理がその後の労働に対する法適用を控える旨の方針を導いたとの

理解が一般的である
（80）
。

　しかし、この独占禁止法の立法時点では労働者と労働組合が事業者概念と

の関係で議論の遡上となったに過ぎず、実は労働者と事業者の境界線に幅広

く存在する自由業については、事業者概念の定義の該当性及び独占禁止法の

適用について賛否両論が存在し、明確な議論の一致を見ていなかった。例え

ば橋本龍伍は、助産婦の助産、医師の診察、弁護士の弁論、計理士の計算、

師匠が（弟子に）教えることなどを例示し、事業ではないと結論付けるのに

対し、石井良三は、「医師、薬剤師、著作家、美術家、芸術家、執達史（原

文ママ：執達吏の誤りと思われる）、公証人、弁護士、弁理士」の業務を例示

した上で、開業医を事業者から除外する必要はなく、それ以外の自由職業に

もこれが当てはまる旨を主張する
（81）
。

　筆者は、1948年の事業者団体法の制定過程における整理、つまり自由業に

ついて事業に当たらず、包括的に独占禁止法を適用しないという結論こそ

が、労働分野に独占禁止法を適用しないとの初期の方針を決定的なものとし

たと考える。

　経済民主化政策の一環として統制経済団体を除去するため、閉鎖機関令及

び独占禁止法に基づく統制団体の解散計画等の措置の下、戦時中の各種産業

団体の大部分が強制的に解散消滅した
（82）
。その後、結成された新たな事業者団

体の活動を明確なものとするため、GHQ主導の下、制定されたのが事業者

団体法（昭和23年法律第191号。以下「事団法」という。）である。事団法は、

独占禁止法第 2条第 1項の「事業者」定義を用いつつ、「事業者としての共
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通の利益を増進することを目的に含む二以上の事業者の結合体又はその連合

体」を事業者団体と位置付けた。他方、形式的な行為形態による規制を中心

としたこの法律の適用が必要以上に過度な規制となるとの観点から、経済の

混乱を避けるため、事団法は適用除外団体を明確化し、かつ事業者団体の活

動を広く許容する必要に迫られた
（83）
。

　同時に、事業者団体の定義導入は構成員たる事業者概念の明確化を伴う。

この検討の結果、「医師、獣医師、歯科医師、ガイド、ハリ、キウ（筆者

注：原文ママ）、弁護士、弁理士、計理士、芸術家等」の自由業は「事業では

ない」と位置付けられ
（84）
、同時に「弁護士会、弁理士会、税務代理士会、水先

人組合などを適用除外団体として掲げる必要を認めなかった」と整理され
（85）
、

同法第 6条の適用除外団体として明記することは見送られた。ただし、この

自由業が事業者概念から外れた理由は何ら示されていない
（86）
。

　これはあくまで事団法上の解釈整理だが、その構成員たる事業者の定義は

独占禁止法と同一であり、事団法が補完法と位置付けられている以上、両法

律で事業者を統一的に解釈したことは必然的であった。実際、1953年の事団

法の廃止及び事団法 6条の適用除外規定を承継する適用除外法
（87）
の改正の流れ

とともに、事業者団体の定義は同年に改正された独占禁止法 2条 2項にその

まま規定され、自由業の解釈と共に無意識に独占禁止法に取り込まれた。

第 5　まとめと今後の課題

　以上のとおり、シャーマン法制定過程の中では労働組合の適用除外規定の

導入が議論されたものの、最終的にその立法化は見送られる一方、その後の

クレイトン法の中で、労働組合を違法と解釈してはならない旨の規定が設け

られたが、二次ボイコットの扱いは曖昧に終わった。

　日本の労働組合法制定過程では民事免責制度を中心に英国・米国の判例の

一定の影響が見られるほか、独占禁止法の側も、クレイトン法を参照しつつ

立法作業が行われている。最終的に、労働者や労働組合は事業者にあたらな
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いという形で独占禁止法を事実上適用しないとの考え方が早期に共通の理解

として確立し、事業者団体法の中での自由業は事業者に当たらないとの解釈

補完もあり、我が国では労働組合に対する積極的な独占禁止法の適用という

先鋭的な問題が生ずることは回避されたと評価できる。

　今後の筆者の課題としては、19世紀終わりから20世紀前半にかけての米国

判決例の展開を詳細に検討していくこととしたい。具体的には労働者の共同

に対しシャーマン法 1条が積極適用されることとなった裁判例と判断理由

（多数意見）の分析、労働者利益を重視する Brandeis判事の少数意見との比

較の観点を交えつつ、違法と判断された第二次ボイコットの内容と共通項を

探っていく。

（ 1）　石田眞「フリーランスの保護をめぐる労働法と競争法」労働法律旬報
1987号（2021年） 4頁。

（ 2）　濱口桂一郎「フリーランスと団体交渉」季刊労働法272号（2021年）13

頁中、29頁。
（ 3）　Sherman議員は法案起草者として法案を提出したものの、最終的に法
案が通過した際の上院司法委員会のメンバーではなかった。

（ 4）　本稿に記載した法案上程前の経緯全般について1 The Legislative History 

of the Federal Antitrust Laws and Related Statutes, 14─15（Earl W. Kintner ed., 

1978）［hereinafter Kintner I］.
（ 5）　Id. at 16.

（ 6）　George議員の懸念は Kintner I, Id. at 78. Sherman議員の回答は Id. at 79.

（ 7）　Id. at 79.

（ 8）　Id. at 159─160.

（ 9）　Id. at 159.

（10）　Elinor R. Hoffman, Labor and Antitrust Policy: Drawing a Line of 

Demarcation, 50 Brooklyn Law Review 1, 10 and 16（1983）.
（11）　Kintner I, supra note 4, at 205─206. なお、高瀬雅男『反トラスト法と協同
組合　日米の適用除外立法の根拠と範囲』（日本経済評論社、2017年）17頁
とその脚注27、その引用根拠となる Edwin G. Nourse, Legal Status of 

Agricultural Co─operation, 244─245（1928）も参照のこと。Sherman議員は、
不要な修正ではあると思うと断りつつ、何らかの混乱を回避するために、改
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正案を提案している。
（12）　Kintner I, supra note 4, at 264.

（13）　Id. at 265─266. この例示に対し George議員が、製鉄所は共同でなく自
らの意思でコストに応じた値上げができないのかと質問したのに対し、
Edmunds議員は同意しつつ、結局両者が平等のテーブルの上での労働者の
賃金の値上げを実現させることを重視する。

（14）　Edmunds議員はたびたび議会での主張の中で使用者と単一労働者間の
平等性の必要を強調しているが、使用者と労働者の経済的地位・情報力の格
差や、消費者としての支払原資は労働者としての賃金と表裏一体の関係にあ
るという二面性を見落としている。Id. at 270.

（15）　Elinor R. Hoffman, supra note 10, at 18.

（16）　Kintner I, supra note 4, at 269.

（17）　Elinor R. Hoffman, supra note 10, at 19. Hoar自身も適用除外削除案に反
対が多かったことを認めている。Samuel Gompers, The Charter of Industrial 

Freedom ─ Labor Provision of the Clayton Antitrust Law, Vol.21 No.11 

American Federationist, 957, 961（1914）.
（18）　Gompers, supra note 17, at 961; Nourse, supra note 11, at 245; and William 

Letwin, Congress and the Sherman Antitrust Law: 1889─1890, 23 U. CHI. L. 

REV 221, 256（1956）. Kintner I, supra note 4, at 20によれば、適用除外条項の
削除過程は明らかでないとする。この点 Nourseによれば、条項削除の中で
労働組合や農業団体につき何ら触れられていないが、歴史上の意義に鑑みれ
ば何らか言及されるべきだったと批判する。

（19）　John Sherman, Vol. 2 Recollections of Forty Years in the House, Senate 

and Cabinet, An Autobiography, 1073（1895）. さらに Kintner I, supra note 4, at 

24, footnote1.153によれば、Sherman議員は1890年 4月 8日の NYTimesの取
材に対し、司法委員会の提案は完全に実効性に欠き、無意味と述べたとされ
る。

（20）　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（2003年）31頁中45頁、長沼秀世「シャーマン反トラスト法の制
定」一橋研究第10号（1963年）27頁中32頁。

（21）　Kintner I, supra note 4, at 122.

（22）　Gompers, supra note 17, at 964.

（23）　この予算調整条項は Gompersが Hughes議員に申し入れ、これに沿っ
て同議員が提案したとされる。サミュエル・ゴンパーズ『サミュエル・ゴン
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パーズ自伝　70年の生涯と労働運動（下）』（日本読書協会、1969年）379頁。
この予算調整条項の経緯に関し、2 The Legislative History of the Federal 

Antitrust Laws and Related Statutes, 1274 （Earl W. Kintner ed., 1978）
［hereinafter Kintner II］にある Sherwood議員の説明も参照。
（24）　予算修正条項の経緯につきゴンパーズ・前掲注（23）381─382頁。
（25）　Kintner II, supra note 23, at 1850.

（26）　Id. at 1096.

（27）　下院の提案内容は Id. at 1173. 上院の報告書につき Id. at 1848.

（28）　Id. at 1756.

（29）　Id. at 1512.

（30）　Id. at 1520.

（31）　Id. at 1564.

（32）　Id. at 1869. Hollis議員も、公正な賃金、合理的な労働時間、その他の労
働条件の全般を「正当な目的」として主張する。Id. at 1885.

（33）　Id. at 1799─1800.

（34）　Id. at 1885. 同様に Borah議員は、具体的に、労働組合によるストライ
キは自主的なものでなければならず、他人に強制してはならないことを述べ
る。Id. at 1861.

（35）　上院での Jones議員と Culberson議員の間では、強制や威迫など手段の
違法性の問題が、それを直接指すと思われる手段の合法性（lawfully）と正
当目的（legitimate object）の双方に関連するとの議論もなされているが、
両者は明確に区別する必要がある。3 The Legislative History of the Federal 

Antitrust Laws and Related Statutes, 1939（Earl W. Kintner ed., 1978）
［hereinafter Kintner III］.
（36）　Kintner II, supra note 23, at 1278.

（37）　英国における取引制限法理は、主たる契約に付随して一定の営業をなさ
ない旨の制限を付す旨の条件を指し、取引制限契約は合理的かつ正当なもの
でなければならず、一般的かつ不合理なもの、すなわち、制限が受約者の利
益に公正な保護を与えるだけのものでかつ公共の利益の有無の観点（rule of 

reason）に沿って、無効かどうかを判断する法理である。大隅健一郎「英米
コンモン・ロウにおける独占及び取引制限（上）」法学論叢54巻 1号（1947

年）227頁中、238頁及び240頁。なお、鈴木加人『独占及び取引制限法理の
研究』（成文堂、2002年）32頁によれば取引制限法理は共謀の概念とは区別
され、19世紀の英国裁判所は、共謀法理の適用には慎重であったとされる。
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（38）　Taff Vale Railway Co. v. Amalgamated Society of Railway Servants,（1901）
A.C. 426. 1900年夏に、Taff Vale Railway社におけるピケッティングに対し鉄
道会社側が組合役員のみならず、労働組合に対しても代理人（agent）責任
に基づく損害賠償請求を行った。1871年法は、労働組合の行為に契約法に基
づく免責規定を設けていたが Tortについては明確ではなく、見解の対立が
あったが、判決は労働組合自体の損害賠償責任を認めた。

（39）　Trade Disputes Act 1906（6 Edw. 7c. 47）.
（40）　有泉亨「レイバーインジャンクション」法律時報21巻 6号（1949年）35

頁、東京大学労働法研究会『注釈労働法上巻』（有斐閣、1980年）485頁。
（41）　上院では Hughes議員が、米国連邦議会の立法権限の限界の故に、なお
各州ごとに労働運動に対する規制内容が異なる可能性が残り、改正後も免責
規定が及ばない可能性を指摘する。Kintner II, supra note 23 at 1893─1895.

（42）　Id. at 1515─1519. Lenroot下院議員も司法判断に委ねることに反対する。
Id. at 1532.

（43）　Kintner II, supra note 23, at 1521.

（44）　Casey下院議員の指摘による。Id. at 1550. Quin議員も連邦裁判所の裁
判官や検察官のほぼ全てが共和党下の大統領の指名であるとした上で、トラ
ストに対する執行の弱さの反面、弱者に対する執行がなされていると批判す
る。Id. at 1523─1524.

（45）　Kintner III, supra note 35, at 1926─1927.

（46）　提案者のWebb議員も例えば restraint of tradeや reasonable doubtとい
った文言を例に挙げ、何らかの司法解釈が残る余地を示唆する。Kintner II, 

supra note 23, at 1571.

（47）　田中英夫『英米法総論　上』（東京大学出版会、1980年）11頁、田中英
夫『英米法総論　下』（東京大学出版会、1980年）450頁。

（48）　山内久史「アメリカ連邦労働政策の変化とレイバーインジャンクショ
ン」早稲田法学会誌36巻（1986年）189頁によれば刑事侮辱でも起訴によら
ず、制定法の定めがなければ量刑に制約もなく、さらに侮辱を受けた裁判官
が審理を行うという点で特徴的とする。

（49）　Duplex Printing Press Co. v. Deering, 254 U.S. 443（1921）.
（50）　United States v Debs, 64 F.724（1894）.
（51）　Kintner II, supra note 23, at 1564.

（52）　Id. at 1661─1662.このやり取りが、Duplex事件最高裁判決での第二次ボ
イコットを違法とする多数意見の根拠につながることになる。
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（53）　Id. at 1673─1674. このWebb議員の発言も Duplex事件最高裁判決で引
用されている。

（54）　Id. at 1770.

（55）　Kintner III, supra note 35, at 2368. これに加え Jones議員もストライキ
後、個人や組織がさらに進んで、他の人の働く権利や鉄道運行を不法に妨害
した場合、告発と処罰が行われる旨を強調する。Id. at 1935.

（56）　Kintner II, supra note 23, at 1851.

（57）　Id. at 1906.

（58）　Gompers, supra note 17, at 974.
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